№
施設名
1
ピアゴ関店

〒
所在地
501-3963 関市片倉町1-3

電話番号
WEBｻｲﾄURL
休業日
0575-23-3711 http://www.uny.c 8月24日(水)
o.jp/shop/82/

2

岐阜県博物館

501-3941 関市小屋名1989

3

関市立図書館

4

イオンタウン美濃

5

ｸｰﾙｼｪｱ実施期間
７月１日～９月30日

PRﾎﾟｲﾝﾄ
気温が上昇する時間帯には涼しいピアゴでお買いものはいかがです
か？

0575-28-3111 http://www.gifu- 毎週月曜日(月曜日が祝 9:00～16:30
kenpaku.jp
日、振替休日の場合は
その翌平日）

７月１日～９月30日

百年公園内の緑豊かな環境に囲まれた、快適空間の中で伝統文化に触
れ、自然や歴史を学び、楽しさを体験しませんか。
○本館【入館料 特別展開催中800円 （通常330円）高校生以下無料】
特別展開催
・７月８日(金)～９月４日(日)
「新・恐竜学～鳥になった恐竜の脳科学～」
・９月23日(金)～11月20日(日)
「東海地方の円空仏～その造形と足跡をたどる～」
○マイミュージアムギャラリー【入館料 無料】
・年間８回の展示を開催

501-3802 関市若草通2-1

0575-24-2529 http://ufinity08 毎週月曜日(祝日を除
.jp.fujitsu.com/ く)
sekilib/

平日
10:00～20:00
土・日・祝日
10:00～17:00

７月１日～９月30日

441-8063 美濃市千畝町2776

052-203-0007 http://www.aeont なし
イオンタウン own.co.jp/mino
（株）中部事
業部

ビッグ
７月１日～９月30日
ディスカウントスーパー ビッグでは、食品はもちろん医薬品や衣
8:00～22:00
料、キャンプ用品まで取り扱いがあり、山や川へのお出かけの際やまと
専門店
め買いに便利です。
10:00～20:00（店舗
他にもはりせいクリーニングや衣料のマツオカ、100円ショップシル
により異なる）
ク、パソコン教室 かるん、フィットネスのカーブスがあり、ダイレク
トパーキングを完備してご利用をお待ちしております。

オークワ
501-3746 美濃市中央10-38
スーパーセンター美
濃インター店

0575-33-2895 ―

なし

9:00～23:00

７月１日～９月30日

西側入口、サービスカウンターの裏側に休憩スペースをご用意させて
頂いております。

6

旧今井家住宅・美濃 501-3729 美濃市泉町1883
史料館

祝日の翌日

9:00～16:30
(入館は16:15まで)

７月１日～９月30日

風の通る伝統的な日本家屋の、自然な涼しさを体験してみませんか。
水琴窟の音からも静かな日本の涼を感じてください。
※入館料300円（高校生以上）

7

美濃和紙あかりアー 501-3728 美濃市本住町1901-3
ト館

0575-33-0021 http://www.minocity.jp/jp/touri
st/history02.htm
l
0575-33-3772 http://www.minocity.jp/jp/touri
st/history02.htm
l

・火曜日(祝日の場合は 9:00～16:30
翌日)
(入館は16:15まで)
・祝日の翌日(翌日が土
日の場合は開館)

７月１日～９月30日

一足早い美濃和紙あかりアート展を体感しませんか？
毎年10月に開催される美濃和紙あかりアート展を再現したミュージア
ムです。
※観覧料200円（高校生以上）

8

美濃和紙の里会館

0575-34-8111 http://www.city. ・火曜日(祝日の場合は 9:00～17:00
mino.gifu.jp/min 翌日)
(入館は16:30まで)
ogami/
・祝日の翌日(翌日が土
日の場合は開館)

７月１日～９月30日

快適な空間で紙すき体験をしませんか？
美濃和紙の歴史や技術を紹介するミュージアム。楮100％の原料と職人が
使う道具を用いたこだわりの紙漉き体験も人気です。
入館料 大人500円（高校生以上）
小人250円（小・中学生）
紙すき体験料（所要時間約20分）
500円（美濃判45×33cm）

9

古今伝授の里フィー 501-4608 郡上市大和町牧912-1
ルドミュージアム

501-3788 美濃市蕨生1851-3

営業時間
10:00～20:00

0575-88-3244 http://www.kokin 毎週火曜日(祝日の場合 9:00～17:00(営業時 ７月１日～９月30日
光と空間を贅沢に使ってデザインされたフィールドミュージアムは、
denju.com
は翌平日)
間は施設ごとに異な
和歌をテーマとした野外博物館。緑の木陰と心地よい水の流れが、涼し
ります)
さを際立たせています。
水上に浮かぶ全面ガラス張りの「レストランももちどり」（フランス料
理）は、水面に写し出される風景と清涼感のある夏のメニューで暑さを
忘れさせてくれます。
園内を見渡せる高台にある「篠脇山荘」は、大きなガラス戸とトップ
ライトで明るく開放的な畳の空間が広がり、普段は瞑想空間として一般
開放しています。
入場及び駐車場利用は無料。
和歌文学館及び東氏記念館共通の入館料は大人310円。
その他、茶屋いなおほせどり、和ショップよぶこどり等併設。

1 / 5 ページ

№
施設名
〒
所在地
電話番号
WEBｻｲﾄURL
休業日
営業時間
10 日本まん真ん中セン 501-4106 郡上市美並町白山430-4 0575-79-3700 http://www.minam 毎週月曜日(祝日の場合 9:00～17:00
ター
iは翌日休館)
kanko.com/sights
eeing/enjoy/post
-10.html

ｸｰﾙｼｪｱ実施期間
PRﾎﾟｲﾝﾄ
７月12日～８月31日 ８月27日(土)に「円空のふるさと美並夏まつり」が開催されます。

11

美並ふるさと館

501-4102 郡上市美並町高砂1252- 0575-79-3440 mi.shinkou@city. 毎週月曜日(月曜日が祝 10:00～16:00(入館
1
gujo.gifu.jp
日の場合はその翌日)
は15:30まで)

７月12日～８月31日

12

アピタ美濃加茂店

505-0023 美濃加茂市野笹町2-565

13

みのかも文化の森／ 505-0004 美濃加茂市蜂屋町上蜂
美濃加茂市民ミュー
屋3299-1
ジアム

0574-28-1110 http://www.fores 毎週月曜日(ただし、祝 9:00～17:00
t.minokamo.gifu. 日の場合は開館し、直
jp/
後の平日休館)

７月１日～９月30日 ・「bee café」
施設内にあるカフェです。モーニング、ランチはもちろんケーキなども
ございます。涼しい館内でおいしい食事はいかがですか。
・「常設展示室」
美濃加茂市の自然、歴史、文化をテーマごとにわかりやすく展示してあ
ります。カニサイの動く模型もあります。
・「企画展」
クールシェア期間中以下の企画展を開催いたします。
快適で静かな館内で企画展を鑑賞しませんか。
① 起点飛騨街道展（7/16～8/28）観覧無料
② わくわくを伝えたい－博物館の裏側と「展示」ができるまで（7/16
～8/28）観覧無料
③ ダボ市・美濃加茂市姉妹都市 文化交流企画展TheRiver（7/16～
8/28）観覧無料
④ 第41回岐阜県移動美術館 ひとをかくひと（9/17～10/23）一般300
円、高校生以下無料

14

太田宿中山道会館

0574-23-2200 http://kaikan.oo 毎週月曜日(月曜祝日の 9:00～17:00
tajuku.net
場合開館、火曜日休館)

15

美濃加茂市総合福祉 505-0031 美濃加茂市新池町3-4-1 0574-28-6111 http://minokamo- 毎週日曜日、祝日
会館
shakyo.or.jp

７月１日～９月30日 ① お休み処 やどりぎ
岐阜県産の夏野菜を中心とした、ヘルシーで体を涼しくするメニューを
提供しています。
木・土曜日はざる蕎麦定食が大人気！
② 木曽川のゆったりした流れと空間（みのかも空間）に木曽川の涼風
が暑さを忘れさせてくれます。
③ 井戸の打ち水、蓮の花、糸遊庵の縁側にはゴーヤの緑のカーテンと
涼しさを満喫していただけます。
④ 歴史資料館は太田宿の江戸時代からの交流の拠点として発展してき
た歴史を知っていただけます。
（入場料無料）
７月１日～９月30日
美濃加茂市総合福祉会館は、美濃加茂市在住で、60歳以上の方、障が
い者、母子寡婦、幼児、ボランティア関係者、福祉関係団体の皆さんに
ご利用いただけます。
軽食やティータイムには、館内の喫茶「むくの木」をご利用くださ
い。
２階の「子育てサロン サンサンルーム」は、小さなお子さんとお母
さんたちの交流の場となっています。
お昼には、高齢者と幼児がふれあえる100畳の広さの和室「あじさいの
間」で、食事をしながらの世代間交流が行われています。
また、健康コーナーにはマッサージ機やヘルストロンなどの健康器具
を設置し、ご利用いただいております。
ふれあいホールでは、カラオケや卓球、ビリヤードのほか、健康体操
も行っています。そのほか、木曽・飛騨の湯として男女浴場もあり、ご
利用いただけます。

505-0042 美濃加茂市太田本町33-31

0574-27-5811 http://www.uny.c 無休
o.jp/shop/155/

山に囲まれた涼しい場所で、円空仏・美並町の歴史を鑑賞しません
か。

月～金
７月１日～９月30日
２Ｆフードコートを開放しています(場所のみの提供)。イートインと
1F食品売場
して、学習の場としてご利用下さい。
9:00～21:00
※ただし、繁忙時はご遠慮下さい。飲食ご利用のお客様を優先させてい
衣料品･暮らしの品･
ただきます。
専門店街
10:00～21:00
土･日
全館9:00～21:00

8:30～16:30
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№
施設名
〒
所在地
電話番号
WEBｻｲﾄURL
休業日
営業時間
ｸｰﾙｼｪｱ実施期間
PRﾎﾟｲﾝﾄ
16 美濃加茂市中央図書 505-0041 美濃加茂市太田町1921- 0574-25-7316 http://www3.city 毎週月曜日(祝日の場合 平日
７月１日～９月30日
涼しい場所で、読書や勉強はいかがですか？
館
1
.minokamo.gifu.j は、その日の後の最も 10:00～18:00
・中央図書館まつり
p/
近い平日)
土日祝日
７月23日(土):おはなしランド夏企画
毎月最終水曜日
10:00～17:15
８月6日(土):講演会
７月・８月は9:30開
館
17 美濃加茂市東図書館 505-0027 美濃加茂市本郷町9-2- 0574-26-3001 http://www3.city 毎週金曜日及び毎月最 平日
７月１日～９月30日 ・開館20周年東図書館まつり(7/23～26)
22
.minokamo.gifu.j 終水曜日
10:00～20:00
７月23日(土):バスボム作り
p/
土日祝日
７月24日(日):はらぺこ人形劇
10:00～17:15
７月25日(月):映画会
７月・８月は9:30開
７月26日(火):童謡サークルのばら
館
ファミリーシネマ
・『戦争と平和展』絵で見る戦争と平和
６月30日～８月30日
・『豆いっぱい展』世界マメ年 マメをみなおします。
６月30日～８月30日
18

ピアゴ可児店

19

509-0202 可児市中恵土字溝向
2120-1

0574-63-2611 http://www.uny.c ８月に棚卸休日あり
o.jp/shop/246/

9:00～21:00

７月１日～９月30日 ・店内西側テナント通路にベンチあります
・ベーカリー「ベルナール」パンとドリンクのイートインコーナーあり
ます(喫煙可スペースもあります)

とんかつ海老かつ幸 509-0207 可児市今渡1271-1
せや 今渡店

0574-28-4888

無休

平日
11:00～14:30
17:00～21:00
土日
11:00～21:00

７月１日～９月30日 ～落ち着いた雰囲気の店内にこだわりの器で究極を食す!!～
厚切りのやわらかいとんかつは独自の製法で揚げる為ローカロリー。
全てにこだわり抜いたとんかつを是非ご賞味ください。
土日のランチは16:00までとお得です。
涼しくしてお待ちしております。

20

やわらかとんかつ幸 509-0241 可児市坂戸624-1
せや 坂戸店

0574-61-5388

無休

平日
11:00～14:30
17:00～21:00
土日
11:00～21:00

７月１日～９月30日

21

可児市文化創造セン 509-0203 可児市下恵土3433-139
ター ala

0574-60-3311 http://www.kpac. ・毎週火曜日(祝日の場 9:00～22:30
or.jp/
合は翌平日)
・その他、施設設備の
保守点検などのため臨
時に休館することがあ
ります。

22

可児市立図書館

0574-62-5120 http://www.kani- 毎週月曜日、毎月最終
lib.jp/
金曜日

23

花フェスタ記念公園 509-0213 可児市瀬田1584-1

24

坂祝町中央公民館図 505-0071 加茂郡坂祝町黒岩1260- 0574-26-7151 http://www3.city 平日の祝日
書室
1
.minokamo.gifu.j
p/sakahogi.cfm

9:00～17:00

７月１日～９月30日

25

富加町郷土資料館

9:00～16:00

７月１日～９月30日

509-0214 可児市広見570-5

501-3302 加茂郡富加町夕田212

７月１日～９月30日 ・「水と緑の広場」
市民が憩う場となるような緑と噴水を配置した広場です。
・「情報コーナー、インフォメーション」
芸術に関する図書閲覧、CD、DVD鑑賞のためのスペースです。くつろいで
名作映画等を楽しみましょう。(館外への貸出は行っておりません。)

火曜日から金曜日
７月１日～９月30日
夏休み期間中（７月21日から８月28日）、本館は午前９時30分からご
10:00～19:00
利用いただけます。涼しい図書館で読書や勉強はいかがですか？
土・日・開館する祝
日10:00～17:00

0574-63-7373 http://www.hanaf 毎週火曜日(祝日の場合 9:00～17:00
es.jp/hanafes/
は翌平日)
(入園は16:30まで)

0574-54-1443 http://www.town. 毎週月曜日・祝日の翌
tomika.gifu.jp/ 日

厚切りのやわらかいとんかつは独自の製法で揚げる為ローカロリー！
明るく広々とした店内にはカウンターからテーブル席・掘りごたつの
お座敷まであり、お１人様から家族連れ、団体様などご利用頂いていま
す。
土・日のランチは16:00まででお得です！
ぜひ涼みにご来店ください！
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７月16日～８月28日 ・７/16～8/28にかけ花フェスタ記念公園では「キッズサマー」を開催し
ます。
・夏休み期間に合わせて、ちびっ子に大人気の水遊び場「水遊びわんぱ
く広場」が登場します。暑い日や雨の日でも快適に遊ぶことができる
「キッズルーム」も人気です。
また、日にち限定で夏休みの工作にぴったりのワークショップも開催し
ます。
涼しい場所で読書や勉強はいかがですか？

日本最古の戸籍「大宝二年(702)御野國加毛郡半布里戸籍」や岐阜県最
古の前方後円墳「夕田茶臼山古墳」についての展示など歴史資料が沢山
展示してあります。
クイズコーナーなどもあります。

№
施設名
〒
所在地
26 富加町立タウンホー 501-3305 加茂郡富加町滝田1555
ル図書館

電話番号
WEBｻｲﾄURL
休業日
0574-54-2112 http://www.town. 毎週月曜日・祝日の翌
tomika.gifu.jp/ 日

営業時間
9:00～20:00

ｸｰﾙｼｪｱ実施期間
７月１日～９月30日

27

ピアゴ川辺店

0574-53-5511 http://www.uny.c ８月に棚卸休日あり
o.jp/shop/64/

9:00～20:00

７月１日～９月30日 ・ピアゴ２階店内にベンチ多数あり
・ちびっ子ひろば(6才以下対象)はクッションマットを敷いたコーナーが
あります
・1階のベーカリーカフェ「ブーランコ」では、コーヒーやソフトドリン
クとお好みのパンでゆっくりくつろげます(喫煙室もあります)

28

川辺町中央公民館図 509-0393 加茂郡川辺町中川辺
書室
1518-4

0574-53-2650 http://www.kawab 毎週月曜・祝日
e-gifu.jp/

平日
10:00～19:00
土日祝日
10:00～17:00

７月１日～９月30日

29

日本最古の石博物館 509-0403 加茂郡七宗町中麻生
1160

0574-48-2600 http://www.hichi 毎週木曜日
so.jp/ishi

9:00～16:00

７月１日～９月30日 ・化石拾い(有料)
サメの歯、アンモナイト
・夏休み親子体験教室（企画中・有料）
涼しい場所で夏休みの研究に取り組めます。
・夏休みの研究の題材に、展示品の活用ができます。

30

杉原千畝記念館

505-0301 加茂郡八百津町八百津
1071

0574-43-2460 http://sugihara- 毎週月曜日(祝日の場合 9:30～17:00
museum.jp/
は翌日)

７月１日～９月30日

31

白川町立図書館
濃白川楽集館

美 509-1105 加茂郡白川町河岐1728

0574-74-1022 http://gakusyuka 第２月曜日
n.town.shirakawa
.gifu.jp/

9:00～20:00

７月１日～９月30日 ・暑い日こそ楽集館に来て下さい。涼しい館内で夏休みの宿題もはかど
るはずです。
・楽集館は夜８時まで
開館しています。ゆっくりとお過ごしください。
・毎月第１・２・３土曜日10時30分から「おはなしのじかん」を開催
（８月は第３土曜日のみ、９月は第１・２土曜日)
・毎月第４土曜日は「DVD上映会」を開催。
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道の駅 清流白川ク 509-1104 加茂郡白川町和泉97-1
オーレの里 ワクワ
ク公園エリア

0574-72-2462 http://e-900.com 毎週水曜日

9:00～17:00

７月１日～９月30日 ・公園内河川
ニジマス釣りや川遊びをお楽しみください
・公園内 中州
森林浴をお楽しみください
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道 の 駅 美 濃 白 川 509-1107 加茂郡白川町河東3500- 0574-75-2146 http://www.minos 毎週水曜日
「ピアチューレ」
1
hirakawapiacere.com/
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東白川村公民館図書 509-1392 加茂郡東白川村神土548 0574-78-3111 http://www.vill. 期間内無休
9:00～21:00
館
higashishirakawa
.lg.jp/
ラスパ御嵩
505-0126 御嵩町上恵土字西畑
0574-67-6777 http://raspamita なし(年に２回臨時休業 直営
1052-1
ke.com/
日)
9:00～21:00
専門店ゾーン
10:00～21:00
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509-0305 加茂郡川辺町西栃井字
東小島371-1

PRﾎﾟｲﾝﾄ
夏休みの子供向け図書や幼児用絵本などがたくさんありますのでお子
様連れでもOKです。学習室も有ります。

暑い夏に快適な空間での読書はいかかがですか？お探しの本がきっと
見つかります。学習スペースも用意しておりますのでぜひご利用くださ
い。

木組フレームによる広がりのある展示室、孤高な千畝の執務室、八百
津の町を見晴らす展望室で構成されています。
杉原千畝の人道に
触れてみませんか。

9:00～18:00(温泉は ７月１日～９月30日 ・売店
21:00まで)
白川茶、ハム等、町内の特産品を販売しています。お茶の試飲コー
ナーもあります。
・レストラン
地元の食材を使ったメニューあり。
・体験コーナー
まゆ花、手つむぎ実演あり。
気軽に参加してください。
まゆ花…第３日曜日
手つむぎ…毎週木曜日・第２・第４日曜日
・温泉
天然温泉でのんびりお過ごしください。
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７月１日～９月30日

夏の読書月間コーナーの設置。涼しい場所で読書や勉強はいかがです
か？

７月１日～９月30日 ・アピタと楽しい68の専門店がある新しいタイプのショッピング施設で
す。
「ちょっといいね、ちょうどいいね。」をキーワードにワンランク上の
洗練された楽しい広場を目指していきます。
どうぞ「ラスパ御嵩」で暮らしの新しい発見と快適な時間をご体感下さ
い。
・携帯キャリア4店舗あります(ドコモ､ａｕ､ソフトバンク､ワイモバイ
ル)

№
施設名
36 御嶽宿わいわい館

〒
所在地
電話番号
WEBｻｲﾄURL
休業日
505-0116 可児郡御嵩町御嵩1554- 0574-42-8580 http://www.town. 毎週水曜日
1
mitake.gifu.jp

営業時間
9:00～17:00

ｸｰﾙｼｪｱ実施期間
７月１日～９月30日

PRﾎﾟｲﾝﾄ
気軽に立ち寄り、みたけの特産のお菓子（みたけええもん）とお茶を
飲みながらゆっくりくつろいでいってください。中山道の散策の途中に
ぜひどうぞ。
展示ギャラリーや打合せなどの会議にもご利用いただけます。
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505-0116 可児郡御嵩町御嵩1389- 0574-67-7500 http://www.town. 毎週月曜日／毎月第３
1
mitake.gifu.jp
火曜日／毎月最終金曜
日
＊8/15～17は資料燻蒸
のため休館

平日
10:00～18:00
土日祝
9:00～17:00

７月１日～９月30日

「絵本」から「専門書」までさまざま！
涼しい図書館で、子どもから大人まで読書や勉強はいかがですか？

中山道みたけ館(図
書館・郷土館)
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