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※イベントは予告なく変更になる場合がございます　※写真はイメージです

11：00～17：00
揖斐川町物産展

薬草など、健康を意識した商品
を中心に揖斐川町の物産展を
開催します。

1/11
土

アクティブG 2F ふれあい広場会場

入場無料

10：00～22：00
新春花展

岐阜シティ・タワー43
2F 特設会場

※各展示の最終日は
　15：00まで

正月らしい華やかな生け花の展
覧会を開催します。

1/5 日

～1/14 火

会場

10：00～12：00
新春ふるまい酒

アクティブG 2F ふれあい広場

岐阜の地酒と郷土料理の店「円相 く
らうど」が、新春にぴったりな地酒を振
る舞います。正月らしい惣菜も販売。

※お酒がなくなり次第終了
※未成年者の飲酒は法律で禁じられています
※お車を運転される方の飲酒はご遠慮ください

会場 15：00～15：30

詩苑吟友会 新春の舞

アクティブG
2F ふれあい広場

演目：
「磯原客舎」「金剛山」
「江南の春」「祝賀の詞」
「大楠公」「宝船」

会場

観覧無料無料

13：00～16：00
観覧無料

大垣 遊び文字青水会
遊び文字パフォーマンス
& 遊び文字体験

アクティブG 2F ふれあい広場

1/5
日

会場

　13:00 ～
　　遊び文字パフォーマンス
　13:45 ～16:00
　　遊び文字体験（300円・税込～）

1/2
木

1/4
土 ①11：30～ ②14：30～

昔昔亭A 太郎新春落語会

アクティブG 2F
ふれあい広場南特設会場

※開場は各回30分前より

岐阜市出身の落語家・昔昔亭A太郎さんに
よる落語会を開催。2020年の“初笑い”をお
届けします。

会場

1,000円（税込）木戸銭

【 観 覧予約 】敷島珈琲店本店へ直接来店、またはお電話・QRコードにて
お申し込みください。

【 お 申 込 み 】敷島珈琲店本店 岐阜市敷島町3-13 TEL.058-216-0557
 ※ご予約は営業時間内（1/1は11:00～19:00、1/2は7:00～
 19:00）にお願いいたします
 ※予定人数に達し次第、予約を締め切らせていただきます
 ※当日、空席があれば予約なしでも観覧できます

【お問い合せ】敷島珈琲店本店 TEL.058-216-0557
 アクティブG運営室 TEL.058-269-3333

【　協　力　】敷島珈琲店

（アクティブGお買物券500円分／
あんぱん／はちみつバターラスク／
ドリンク付き）

WEB予約

1/6
月

1/9
木

1/10
金

NHK文化センター
お正月ステージ

アクティブG 2F ふれあい広場会場

　6日（月）11:00 ～11:30
　　謡曲（宝生流）
　9日（木）13:30 ～14:00
　　セラリーナミニコンサート
　10日（金）18:00 ～19:00
　　南京玉すだれ

①10：00～12：00 ②14：00～16：00

新年の甘酒づくり講座
～おいしい甘酒を作るコツとは？～

アクティブG 3F アートリビング
   2,180円（税込）

14名（小学生以上）
保冷バッグ、ご飯を潰す道具、
エプロン、マスク、三角巾

恵那市の「マルコ醸造」が甘酒
の作り方をレクチャー。

1/12
日

会場
参加費

持ち物
定員

WEB予約

（濃縮甘酒／アクティブGお買物券200円分付き）

1/3
金

1/18
土

11：00～15：00
福袋販売イベント

アクティブG館内のショップによ
る福袋が一堂に集結！自分好み
の福袋を見つけて。

アクティブG 2F ふれあい広場会場

11：00～16：00
お正月マルシェ

子どもから大人までが楽しめる
ワークショップや、各店舗の商品
の販売を行います。

アクティブG 2F ふれあい広場
※ワークショップの参加費や定員などは
　内容によって異なります

会場

福マルシェ 岐阜大仏様への年賀状
アクティブG 2F ふれあい広場

岐阜大仏様への年賀状を書く
コーナーとポストを設置。期間中
は自由にご記入いただけます。

会場

～1/7 火

開催中

1/4
土

10：00～15：00

岐阜農林高校の
「開運」縁結び米販売

岐阜農林高校が栽培する「縁結
び米」を生徒が販売します。

アクティブG 2F ふれあい広場会場

～1/18土

岐阜県学校農業クラブ連盟
瓢箪生徒実行委員会・瓢箪倶楽部秀吉

瓢箪イルミネーション

県内の農業高校生約2,900人
が制作した、東京オリンピックで
も飾られる予定の瓢箪イルミネー
ションです。

瓢箪を使ったランプやマラカス
作りが体験できます。※有料

アクティブG 2F 東出入口

1/18（土）11:00～17:00

会場

農業高校生×アクティブ G

開催中
ひょうたん

アクティブG ／岐阜シティ・タワー43
共通お買物券 10,000円分

アクティブG 駅市場DODA-GIFUの逸品

アクティブG ／岐阜シティ・タワー43
共通お買物券 2,000円分

「食べて健康になる正月メニューフェア」・
「本巣ジビエ・徳山唐辛子グルメフェア」食事券

店舗お得チケット

ティッシュ

1/3（金）まで ※最終日の抽選券配布は17:00まで

期間中、対象店舗にて1,000円（税込）お買い上げごとに「3枚で1回抽選券」を1枚進呈します。

※抽選券3枚で抽選会に1回ご参加いただけます　※抽選券の配布は1回のご清算につき、最大20枚までとさせていただきます　※抽選券は予定枚数に達し次第、配布終了とさ
せていただきます　※抽選期間を過ぎたものは無効となります　※抽選券と現金との引き換えはできません　※抽選券の盗難・紛失などに関しては、一切その責を負いません

1/2（木）11：00～18：30 岐阜シティ・タワー 43 1F アトリウム
1/3（金）11：00～18：30 アクティブG 3F 特設会場

抽選券配布期間

抽選日時

見 本
見 本

見 本

岐阜農林高校 縁結び米5kg岐阜農林高校 縁結び米5kg
大河ドラマ「麒麟がくる」ご当地珈琲

PRODUCED BY 敷島珈琲店
大河ドラマ「麒麟がくる」ご当地珈琲

PRODUCED BY 敷島珈琲店

ニューイヤー抽選会
2020

空くじ
なし！

特別賞 20
名様

1等
2等

3等

4等

5等

4
名様

18
名様

20
名様

アクティブG ／岐阜シティ・タワー43
共通お買物券 500円分

200
名様

20
名様

6等
店舗賞

岐阜の伝統や風習に触れて、
 心晴れやかな新年を。
1/2　・抽選日 1/3木 金

4
名様

43階 無料展望室 年中無休10:00～23:00
（入場は22:00まで）

NHK文化センター 岐阜教室 1/5（日）まで休業
1/6（月）から通常営業

TAKUMI工房 1/1（水・祝）・2（木）休業
1/3（金）から通常営業

岐阜公証人合同役場 1/5（日）まで休業
1/6（月）から通常執務

楽市楽座 1/1（水・祝）休業
1/2（木）・3（金）特別時間営業 
1/4（土）から通常営業

※詳細はアクティブGの
　ホームページをご覧ください

営業時間のご案内
1・2・4階店舗 1/1（水・祝）休業

1/2（木）から通常営業

※一部店舗により異なります

コナミスポーツクラブ岐阜 1/1（水・祝）・2（木）休業
1/3（金） 10:00～17:00
1/4（土）から通常営業

駅市場DODA-GIFU 1/1（水・祝）～3（金） 10:00～18:00
1/4（土）から通常営業

アクティブ G 岐阜シティ･タワー43
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