№
施設名
1
アクティブＧ

〒
所在地
500-8856 岐阜市橋本町1-10-1

電話番号
WEBｻｲﾄURL
058-269-3333 http://activeg.co.jp

休業日
営業時間
奇数月の第３火曜日 ※ 1階 駅市場DODA１月は異なります
GIFU
10:00～21:00
2階 楽市楽座
11:00～22:00(店舗
により異なる)
3階 TAKUMI工房
10:00～19:00(店舗
により異なる)

2

アピタ岐阜店

500-8462 岐阜市加納神明町6-1

058-275-3111 http://www.uny.c ８月に棚卸休日あり
o.jp/shop/128/

3

イオン柳津店

501-6104 岐阜市柳津町本郷4-1-1 058-388-2221 http://shop.aeon なし
.jp/store/01/010
2860/

4

ｸｰﾙｼｪｱ実施期間
PRﾎﾟｲﾝﾄ
７月１日～９月30日 ・ アクティブＧはJR岐阜駅直結の商業施設です。
・ 6月20日～7月18日まで「16thアニバーサリー」を開催します。
・ 7月2日～10日までアクティブG全店舗から皆様へ日頃の感謝の気持ち
を込めて「ありがとうキャンペーン」を実施します。
・ 7月16日～8月31日まで飲食店舗が岐阜県産の食材を使ったこだわりの
メニューを提供する「岐阜産ランチと岐阜肴」フェアを開催します。
・ 9月17日～19日は「15thGIFUクラフトフェア」を開催します。今年の
テーマは「体感型クラフトフェア」。ワークショップもありご家族みな
さんで楽しんでいただけます。

9:00～21:00

７月１日～９月30日

食品
7:00～23:00
食品以外
9:00～22:00

７月１日～９月30日 ・お食事・ショッピング・趣味等々
涼しい空間で一日中お楽しみいただけます。
・夏を楽しもう！
イオンのお店で快適な1日をお過ごしください
・お買いものの場所から、生活空間に！
イオンのお店がお待ちしております。
・涼みに来てください！

カラフルタウン岐阜 501-6115 岐阜市柳津町丸野3-3-6 058-388-5402 http://www.color なし
fultown.jp

10:00～21:00

７月１日～９月30日

5

岐阜高島屋

500-8525 岐阜市日ノ出町2-25

058-264-1101 https://www.taka なし
shimaya.co.jp/gi
fu/

10:00～19:00
（レストラン街は
11:00～21:30）

７月１日～９月30日

岐阜タカシマヤは「親子２世代、３世代に支持される店舗づくり」を
ストアコンセプトに、暮らしと家族を楽しくする地域密着百貨店です。
涼しく快適な店内で、ゆったりとショッピングをお楽しみください。
お待ちしております。

6

化粧品のナミコシ

500-8875 岐阜市柳ヶ瀬通2-20

058-262-3270 なし

毎週木曜日

10:00～18:30

７月１日～９月30日

話題の美容オイルをはじめ、肌悩み別のお手入れアイテムを揃え、美
しい毎日のお手伝いをいたします。
演劇用化粧品（ドーラン）など、専門的な化粧品も揃っています！

7

サクラヤ化粧品店

500-8876 岐阜市日ノ出町1-14

058-262-0212 なし

毎週木曜日

9:45～18:00

７月１日～９月30日

お肌・化粧品・美を通じて、お客様との心の絆を大切にしておりま
す。ワイワイ楽しく、なんでも気軽に話せるお店です。

8

ピアゴ鶉店

500-8288 岐阜市中鶉7-79-3

058-271-3011 http://www.uny.c ８月24日(水)
o.jp/shop/27/

10:00～20:00

７月１日～９月30日

9

ピアゴ長良店

502-0813 岐阜市福光東1-26-7

058-294-4411 http://www.uny.c
o.jp/shop/84/

10:00～20:00
７月１日～９月30日
毎日楽しくお買物ができる身近で心地の良い、地域密着型の生活便利
第１日曜・月の最後
店です。涼しく快適な店内でお買物をお楽しみ下さい。
の日曜は9:30開店

10

Blume

500-8876 岐阜市日ノ出町2-12

058-214-4739 www.blumearoma.com

11

ペルルバロック

500-8876 岐阜市日ノ出町1-7

12

マーサ２１ショッピ 502-8521 岐阜市正木中1-2-1
ングセンター

毎週月曜日
第3日曜日

11:00～19:00

７月１日～９月30日

058-266-8978 http://chii.com/ 毎週金曜日、土曜日
pb/
（不定休あり）

11:00～17:00

７月１日～９月30日

058-295-2222 http://masa21.co 無休
.jp/

専門店
７月１日～９月30日
10:00～21:00
イオン岐阜店1F食料
品
8:00～23:00
イオン岐阜店2F､3F
9:00～22:00
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４時からマルシェ→晩ごはんをもっとおいしく、楽しく
店内にソファ、ベンチを設置しております。

笑顔と車に会える街。
涼しい空間で楽しくお買い物ができます。

60種類のアロマオイルから直輸入雑貨などが並ぶ店内は、とても癒さ
れる空間で女性に大人気！
日常に取り入れやすいオリジナルブレンドのアロマ商品も充実。花粉
症対策スプレーなども人気。
世界にひとつしかないバロックパールがいっぱい！！

№
施設名
13 柳ヶ瀬商店街

〒
所在地
電話番号
WEBｻｲﾄURL
500-8875 岐阜市柳ヶ瀬通1、2、3 058-262-6261 なし
丁目、日ノ出町1、2丁
目、小柳町

休業日
水曜日、木曜日定休の
店舗が多い

営業時間
主に11:00～18:00

ｸｰﾙｼｪｱ実施期間
７月１日～９月30日

14

たつみ茶寮

500-8876 岐阜市日ノ出町2-16

058-265-6882 なし

隔週木曜日

8:30～18:30

７月１日～９月30日

15

ティダティダ

500-8876 岐阜市日ノ出町1-20

058-263-2278 http://tidatid 毎週水曜日、木曜日
毎月12日、28日
a.com/

11:30～17:30

７月１日～９月30日 「オトナリ休憩所」という飲食スペースがあります。ごゆっくり休憩な
さってください。

16

BRASSERIE malkin

500-8875 岐阜市柳ヶ瀬通1-31オ
アシス柳ヶ瀬ビル1階

058-215-1214 http://o-kin.jp

毎週日曜日（イベント
日はランチのみ営業、
翌月曜日ランチ休）

LUNCH 11:00～
15:00(L.O.14:00)
DINNER 17:30～
23:00(L.O.22:00)

７月１日～９月30日

森の中にあるようなオープンテラス、リラックスできる広い店内、ワ
インはほとんどがオーガニック。

17

ミツバチ食堂

500-8876 岐阜市日ノ出町2-5

058-266-5004 なし

毎週月曜日

11:00～
15:00(O.S.14:30)
18:00～
23:00(O.S.22:00)

７月１日～９月30日

「季節感・素材感・土の温もり」をテーマに、自然の力で育った食材
を使って、身体に沁み渡る美味しい料理をご提供しています。夜は自然
派ワイン、地酒などもお楽しみいただけます。

18

やわらかとんかつ幸 502-0931 岐阜市則武3-11-7
せや 則武店

058-233-5777 Facebookで検索し 無休
てください！

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

７月１日～９月30日

幸せや則武店では、エアコンだけに頼らず、スプリンクラーによる屋
根散水をし、環境に優しいエコ冷却を目指しています。雨のような心地
よい水音、涼しげなウォーターカーテンをお楽しみくださいね。
厚切りのやわらかいとんかつは独自の製法で揚げるためローカロ
リー！食器・器・空間にまでこだわり抜いた究極のとんかつを是非ご賞
味ください。

19

岐阜市科学館

058-272-1333 http://www.city. 毎週月曜日(月曜日が祝 9:30～17:30(入館は ７月１日～９月30日
安全で快適な科学館において、常設展で楽しく科学に親しんだり、プ
gifu.lg.jp/8307. 日の場合は翌日)
17:00まで)
ラネタリウムでゆったりと星空を眺めませんか。
htm

20

岐阜市長良川鵜飼伝 502-0071 岐阜市長良51-2
承館(長良川うかい
ミュージアム)

058-210-1555 http://ukaimuseu 期間内無休
m.jp

21

岐阜市歴史博物館

058-265-0010 http://www.rekih 毎週月曜日(月曜日が祝 9:00～17:00(入館は ７月１日～９月30日
aku.gifu.gifu.jp 日の場合は翌日)
16:30まで)
/

22

公益財団法人三甲美 502-0071 岐阜市長良福土山3535
術館

23

やながせ倉庫団地

24

岐阜公園総合案内所 500-8003 岐阜市大宮町1-39

500-8389 岐阜市本荘3456-41

500-8003 岐阜市大宮町2-18-1

9:00～19:00

058-295-3535 http://www.sanko 毎週火曜日
-museum.or.jp

9:00～17:00 (入館 ７月１日～９月30日
は16:30まで)

500-8831 岐阜市弥生町10 やなが 058-265-2133 http://www.yan 毎週火曜日、水曜日
せ倉庫内
agasesouko.com
058-264-4865 http://www.city. 期間内無休
gifu.lg.jp/8416.
htm

７月１日～９月30日

12:00～18:00

７月１日～９月30日

9:00～18:00

７月１日～９月30日
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PRﾎﾟｲﾝﾄ
アーケードのある柳ヶ瀬商店街は夏の強い日差しから逃れられるクー
ルスポットです。様々なイベント・催しがありますのでぜひお越しくだ
さい。
純喫茶スタイルをつらぬいています。
昭和2年創業時より変わらない味を提供します。

長良川うかいミュージアムは、５月11日～10月15日と開催時期の限ら
れている“ぎふ長良川鵜飼”の魅力を1年中楽しめます。世界で唯一の絵
巻物型スクリーン「ガイダンスシアター」での迫力ある映像や、工夫を
凝らした参加体験型展示など、見どころが満載です。
美しい長良川の景観で癒されるラウンジや、多彩なラインナップのお
土産、金華山と長良川を臨む、最高のロケーションを楽しみながらくつ
ろげるカフェも人気です。
また、鵜飼のオフシーズン(10月16日～５月10日)の週末には、鵜匠によ
る「鵜飼の実演」や「鵜飼の説明」を、間近でご覧いただけます。

快適空間で岐阜の歴史文化を感じてみませんか？

長良川に近い丘の上に建つ美術館。
ルノワールの絵画を筆頭に、和洋を問わないコレクションが並びま
す。
鑑賞後には抹茶やコーヒーなどの呈茶サービスあり。
涼しい館内で、ぜひごゆっくりとお過ごし下さい。
ユニークな作家たちのオリジナル作品がいっぱい！！

岐阜公園を散策しながら、涼しい風が吹く場所で休憩しませんか。案
内所の他にも、トイレ・休憩所・飲食施設を設けています。

№
施設名
〒
所在地
25 岐阜シティ・タワー 500-8856 岐阜市橋本町2-52
43 43階展望室

電話番号
WEBｻｲﾄURL
058-265-0288 http://www.city. 無休
(平日8:45～ gifu.lg.jp/11723
17:30)
.htm

26

ぎふ清流文化プラザ 502-0841 岐阜市学園町3-42

27

ドリームシアター岐 500-8813 岐阜市明徳町6
阜

28

ハ ー ト フ ル ス ク エ 500-8521 岐阜市橋本町1－10－23 058-268-1050 https://gikyobun 毎月最終火曜日(火曜日 9:00～21:00
７月１日～９月30日 ・夏でも涼しく、集い、ふれあい、学びあいましょう。
アーＧ
.or.jp/heartful/ が祝日の場合は翌日)
ただし消費生活セン
・新たな自分を発見するための快適な環境と様々な情報を提供していま
ただし消費生活セン
ターは
す。
ターは日曜日・祝日
火曜日～金曜日
・図書館も兼ね備えており、涼しい中で本が読める環境でもあります。
9:00～19:00
月曜日・土曜日
9:00～17:00

29

ふれあい福寿会館

30

500-8384 岐阜市薮田南5-14-53

休業日

営業時間
10:00～23:00(入場
は22:00まで)

ｸｰﾙｼｪｱ実施期間
７月１日～９月30日

PRﾎﾟｲﾝﾄ
岐阜シティ・タワー43 の最上階には無料展望室とスカイレストランが
あります。「岐阜のてっぺん」から眼下に広がる大パノラマが楽しめま
す。

058-233-8121 www.group期間内無休
sanwa.co.jp/gifu
seiryubunkaplaza/

9:00～21:30

７月１日～９月30日 ・屋上庭園には、小川が流れ、四季折々の花々を楽しむことができま
す。木陰のベンチで小休憩、庭園を吹く風がとても心地良いです。
・玄関前の２つの滝では、清涼感をたっぷり感じていただけます。
・１階カフェにはオープンテラスがあり、自然を感じながらパラソル付
きのテーブルで食事をとっていただけます。

058-262-2811 https://gikyobun 毎週月曜日・祝日の翌
.or.jp/dtg/
日
7/4･11･12･19･25、8/1･
8･12･15･22･29、9/5･
12･20･21･23･26

火～土
9:00～21:00
日･祝
9:00～17:00

７月１日～９月30日

快適空間に家族で遊びに来ませんか？夏休み期間中は、様々なミニイ
ベントが開催されます。

058-277-1111 https://www.gifu 期間内無休
-fureai.jp/

9:00～21:30

みんなの森 ぎふメ 500-8076 岐阜市司町40-5
ディアコスモス

058-265-4101 http://gmediacosmos.jp/

9:00～21:00
７月１日～９月30日
当施設は、太陽光や伏流水等の自然エネルギーを活用した空調計画と
(2F 岐阜市立中央図
しています。
書館は、9:00～
１F 共有スペースや２F 図書館では、読書や学習のためのスペースもご
20:00)
ざいますので、気軽にお立ち寄りください。
また、隣接する広場では、ミストを配置していますので、清涼感のあ
る空間をお楽しみください。

31

岐阜県図書館

058-275-5111 http://www.libra 毎週月曜日(月曜祝日の 平日
ry.pref.gifu.lg. 場合は火曜日）
10:00～20:00
jp/
月末金曜日
土日祝日
10:00～18:00

７月１日～９月30日 ・調べものや読書にご利用ください。
・親子で楽しむおはなし会や０・１歳児の託児の時間、展示・講座・講
演会なども開催します。

32

岐阜市長良川健康ス 502-0842 岐阜市早田字北堤外地
テーション
内

058-215-0605 http://www.city. 毎週木曜日(祝日の場合 7:30～21:00
gifu.lg.jp/26223 は振替)
.htm

７月１日～９月30日

500-8368 岐阜市宇佐4-2-1

毎月最終火曜日
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７月１日～９月30日 ・最上階14階からの昼夜の眺望(パノラマ)と共にレストランでの季節の
料理をお楽しみください。
館内には喫茶店、売店ならびに各種飲料の自動販売機もございますので
お気軽にご利用ください。
・子育てひろば”チコチカ”にはボールプール、サイバーホイールなど
でお子様に安心して楽しんで頂ける遊具がありますのでお子様と共にご
家族でご利用ください(利用料：一家族200円)。
・「ふれあいギャラリー」での一般募集作品の展示(毎週入替)、岐阜県
華道連盟による「生け花展」、毎週火曜昼のふれあいアトリウムライブ
コンサートでおくつろぎください(無料)。

涼しい館内で、運動や健康チェックなどの健康づくりに取り組むこと
ができます。汗を流した後には、シャワーを利用することもできます
（有料100円／５分）。
みんなで健康づくりに取り組み、暑い夏を元気に過ごしましょう。

№
施設名
〒
所在地
33 岐阜市長良川防災・ 502-0842 岐阜市早田字北堤外地
健康ステーション
内
(長良川国際会議場西
側)

電話番号
058-296-2220

34

岐阜市柳ケ瀬健康ス 500-8875 岐阜市柳ケ瀬3-22
テーション

35

サンサンタウン

36

新生元気塾

37

WEBｻｲﾄURL

休業日
毎週木曜日

営業時間
8:30～21:00

ｸｰﾙｼｪｱ実施期間
PRﾎﾟｲﾝﾄ
７月１日～９月30日 ・「貸会議室」
2 つの会議室の貸出を実施しております。
会議室1：定員48 人 530 円／時間
会議室1：定員24 人 320 円／時間
同時に双方を使用する場合は680 円／時間
・「展望デッキ及びサロン」
２階及び屋上には清流長良川、そして金華山を一望する展望スペースを
設置しております。岐阜市が誇る絶景をご堪能ください。
・レンタサイクル施設
・岐阜市長良川健康ステーション
※駐車場は無料にてご利用いただけます。

058-264-6766 http://www.city. 毎月第一月曜日
gifu.lg.jp/26222
.htm

月～金(祝日除く)
7:30～20:00
土日祝
10:00～17:00

７月１日～９月30日

500-8856 岐阜市橋本町2-52
岐阜シティ・タワー43
3F

058-266-4333 http://www.sunvillage.jp/

なし

10:00～16:00

７月１日～９月30日 ・コーヒー・紅茶をセルフサービス100円で利用していただけます。
・お友達と集まって飲み物を飲みながらおしゃべりを楽しみませんか。
・多世代交流支援を行っています。

500-8856 岐阜市橋本町2-52
岐阜シティ・タワー43
1F

058-266-4333 http://www.sunvillage.jp/

毎週日曜日

10:00～18:00

７月１日～９月30日 ・緑茶、烏龍茶、レモン水、ストレートティーをセルフサービス100円で
利用していただけます。
・多世代交流支援センター

まちなか情報交流拠 500-8875 岐阜市柳ケ瀬通2-17
点「岐阜市柳ケ瀬あ
い愛ステーション」

058-216-0371 http://gifuyanag 毎週木曜日
ase.blog134.fc2.
com/

11:00～19:00

７月１日～９月30日

岐阜県岐阜市「柳ケ瀬商店街」にあるまちなか情報交流拠点です。
休憩スペースやトイレを備えるほか、まちなかの情報を発信したり、
にぎわいを生むイベントが開催されたりと、楽しさいっぱいの空間で
す。

38

羽島市歴史民俗資料 501-6241 羽島市竹鼻町2624-1
館・羽島市映画資料
館

058-391-2234 http://www.hashi 毎週月曜日・祝日の翌
ma日
rekimin.jp/index
.html

9:00～17:00
(入館は16:30まで)

７月１日～９月30日

歴史民俗資料館と映画資料館が併設された全国的に珍しい資料館で
す。
８月28日（日）までは「チャンバラ列伝永遠の剣士たち」を開催して
います。鞍馬天狗などの記憶の中の剣士たちが蘇ります。
また毎週第２土曜日は１日２回映画上映をしています。
中学生以下は無料で入場できます。ぜひご来場ください。

39

羽島市立図書館

501-6244 羽島市竹鼻町丸の内6-2 058-392-2270 http://www.city. 毎週月曜日(祝日の場合 10:00～18:00
７月１日～９月30日
hashima.lg.jp/
は翌日)、祝日の翌日
７月21日～８月31日
(土曜日・日曜日は開
は9:00～18:00
館)、蔵書点検日、図書
整理日(月末。土曜日・
日曜日・8/31(水)は開
館)

40

アピタ各務原店

509-0141 各務原市鵜沼各務原町
8-7

41

イオンタウン各務原 504-0832 各務原市蘇原花園町136

涼しい館内で、運動や健康チェックなどの健康づくりに取り組むこと
ができます。また、柳ケ瀬商店街など日陰のウォーキングコースの紹介
も行っています。汗を流した後には、シャワーを利用することもできま
す（有料100 円／５ 分）。
みんなで健康づくりに取り組み、暑い夏を元気に過ごしましょう。

季節の本のコーナー設置。涼しい場所で読書はいかがですか？

058-384-3911 http://uny.co.jp 8月24日(水)
/shop/149/

9:00～21:00
（一部店舗10:00～
21:00）

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

マックスバリュ
７月１日～９月30日
昨年リニューアルし、きれいに利用しやすくなりました。
24時間営業
バラエティ豊かな専門店とレストランで日々のお買い物ならイオンタ
専門店
ウン各務原が便利です。
10:00～20:00（店舗
ダイレクトパーキング完備。
により異なる）
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７月１日～９月31日 ・４時からマルシェ
→晩ごはんをもっとおいしく、楽しく
・店内にソファ・ベンチを設置しております。涼みに来てください。

№
施設名
〒
所在地
電話番号
WEBｻｲﾄURL
42 イオンモール各務原 504-0943 各務原市那加萱場町3-8 058-375-3500 http://shop.aeon なし
.jp/store/01/010
2050/

43

ピアゴ各務原店

44

かかみがはら航空宇 504-0924 各務原市下切町5-1
宙科学博物館

45

休業日

営業時間
ｸｰﾙｼｪｱ実施期間
PRﾎﾟｲﾝﾄ
イオンモール専門店 ７月１日～９月30日 ・お食事・ショッピング・趣味等々
街
涼しい空間で一日中お楽しみいただけます。
9:00～22:00
・夏を楽しもう！
イオン各務原店
イオンのお店で快適な1日をお過ごしください
9:00～23:00
・お買いものの場所から、生活空間に！
1F 食品フロア
イオンのお店がお待ちしております。
8:00～23:00
・涼みに来てください！

504-0912 各務原市那加桜町1-72- 058-383-6511 http://www.uny.c 無休(臨時定休日あり)
1
o.jp/shop/80/

1階
9:00～20:00
2階
9:30～20:00
(変更の場合あり)

７月15日～９月30日

７月15日リフレッシュグランドオープンしました。ぜひご来店下さい
ませ。

058-386-8500 http://www.city. 毎週火曜日(注)７月13
kakamigahara.lg. 日～８月31日の期間中
jp/museum/
は火曜日も開館しま
す。火曜日が祝日およ
び振替休日の場合は開
館し、翌平日を休館日
とします。

9:30～16:30
(入館は16:00まで)
８月は、9:30～
17:00(入館は16:30
まで)

７月１日～９月25日

夏休みにお友達やご家族と一緒に、各務原の航空宇宙産
学びに来ませんか。

世界淡水魚園水族館 501-6021 各務原市川島笠田町
「アクア・トト ぎ
1453 河川環境楽園内
ふ」

0586-89-8200 http://aquatotto 無休(臨時休館日あり)
.com/

平日
７月１日～９月30日
アクア・トト ぎふは、清らかな水に囲まれた癒やしのクールシェアス
9:30～17:00
ポットです。
(入館は16:00まで）
館内を流れる滝の音や水しぶきでも、涼感が味わえます。
土日祝日
9:30～18:00
(入館は17:00まで)

46

内藤記念くすり博物 501-6195 各務原市川島竹早町1
館

0586-89-2101 http://www.eisai 毎週月曜日
.co.jp/museum/in
dex.html

9:00～16:30
(入館は16:00まで)

７月１日～９月30日

博物館の入館は無料です。館内でゆっくり常設展、現在開催中の企画
展「感染症の世界－顧みられない熱帯病－」をご覧いただき楽しめま
す。薬木園の木陰で散策をしたりベンチで休むこともできます。

47

科学技術図書資料室 509-0109 各務原市テクノプラザ
(岐阜県科学技術振
1-1
興センター)

058-379-2232 http://www.gifu- 毎週日曜日､祝日
techno.jp/libral
ly/livrally.html

9:00～17:00

７月１日～９月30日

暑い夏、本を読んで過ごしませんか？
いつもと違う図書館へ足を運んでみませんか？
科学技術の専門図書資料室ですが、身近な本も取り揃えております。
また、閲覧席には電源も用意してありますので、パソコンなどを持ち込
んでの調べものにも最適です。
もちろん資料室内はWi-Fiも完備されております。
ご自宅などネット環境のある場所で、事前登録していただければすぐ
にでもインターネット環境がお手持ちのパソコンでも利用できます。
今年の夏は科学技術図書資料室へお越しください。

48

各務原市立中央図書 504-0911 各 務 原 市 那 加 門 前 町 3- 058-383-1122 http://ufinity08 7/1, 4, 11, 12, 19,
館
1-3
.jp.fujitsu.com/ 25,
kakamigahara/
8/1, 8, 15, 22, 29,
9/2, 5, 6, 12, 20,
21, 26

10:00～19:00
７月１日～９月30日
緑溢れる市民公園の中にある図書館で、自分だけの時間を過ごしてみ
(ただし、7/21～
ませんか。
8/31は9:00～19:00)

49

もりの本やさん・森 509-0111 各務原市鵜沼字石山
の交流館
6529-2

10:00～17:00

058-370-7175 http://ufinity08 7/1, 4, 11, 12, 19,
.jp.fujitsu.com/ 25,
kakamigahara/
8/1, 8, 15, 22, 29,
9/2, 5, 6, 12, 20,
21, 26
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７月１日～９月30日

業の歴史を

緑豊かで野鳥も多い日本ラインうぬまの森内にある図書館です。
遊歩道を登った展望台では、名勝木曽川、犬山城など大パノラマが広が
ります。

№
施設名
50 各務原市民プール

〒
所在地
509-0143 各務原市鵜沼小伊木町
4-300

電話番号
WEBｻｲﾄURL
休業日
058-370-6506 http://www.city. HPなどの営業日カレン
kakamigahara.lg. ダーを参照ください。
jp/125/

営業時間
ｸｰﾙｼｪｱ実施期間
PRﾎﾟｲﾝﾄ
通年
７月２日～９月４日
屋外プール開催に伴い、117mのスライダー、180mの流れるプール、幼
10:00～21:30
児、子供プールを完備し、本格的な50mの公認プールを有する大型レ
夏期
ジャープールです。
屋内温水プール
敷地内にはレストラン、自販機も多数設置しており、特にレストラン
9:00～21:30
マナティーのかき氷は、おすすめ。
屋外レジャープール
温水プールは年間を通し、短水路ながら、８コースがあり、競泳、歩
9:00～18:00
行、練習コースなどバリエーションも広く、使う人の事を考えてコース
設定を行っています。
また、水泳教室のバリエーションも広く、スタジオ教室では、ヨガ、ピ
ラティス、キッズダンス、パワーヨガ、エアロビクスなども年間を通じ
て開催しています。

51

ピアゴ穂積店

501-0204 瑞穂市馬場春雨町1-32

058-327-3201 http://uny.co.jp 8月24日(水)
/shop/10/

10:00～20:00

52

モレラ岐阜

501-0497 本巣市三橋1100

058-320-5100 http://www.maler 無休
a-gifu.com
(一部店舗除く)

10:00～21:00
(店舗により一部異
なる)

53

根尾谷地震断層観察 501-1529 本巣市根尾水鳥512
館

54

しんせい

55

ピアゴ笠松店

56

57

７月１日～９月30日

地域密着型の生活便利店です。
日々のお買い物やお友達とのコミュニケーションの場としてご利用く
ださい。
カフェ、喫茶コーナー、リフレッシュコーナー、ベンチ等を設置して
います。
MALeraの エンジョイクールサマー♪
ファッションを中心としたお店が続々OPENしさらに魅力的に！夏の限定
メニューなど充実したお食事もお楽しみいただけます。また、モレラ岐
阜の夏は学び、体験、遊び、グルメなどイベントも盛りだくさん！
ショッッピングからグルメ、アミューズメントまで１日涼しく快適に
楽しめるオールインワンメガモール！家族や友だちと是非モレラ岐阜に
お越しください。

0581-38-3560 http://www.city. 毎週月曜日(祝日の場合 10:00～17:00
（断層館） motosu.lg.jp/
は翌日)
0581-38-2515
（根尾教育事
務所）

７月１日～９月30日

地震についてさまざまな視点から学習できる総合施設です。館内で
は、観察・学習・体験を通して地震に関する知識を得ることや、過去の
震災からの教訓を学びとることができます。

058-323-5757 http://www.libra 毎週月曜日(祝日の場合 10:00～18:00
ry-cityは翌日)
motosu.jp/

７月１日～９月30日

快適な環境で、読書を楽しみませんか。
子どもたちが楽しめるような児童書から、教養を深めることができる
実用書・小説だけではなく、様々なジャンルの雑誌や新聞などを取りそ
ろえています。
また、定期的にボランティアさんによるおはなし会をしています。他
にも工作講座等、楽しめる行事を開催しています。

501-6031 羽島郡笠松町米野字西
起59-1

058-387-8011 http://uny.co.jp
/shop/71/

７月１日～９月30日 平成28年7月15日（金）～8月28日（日）
１階店内衣料品売場奥 特設ステージにおいて「鉄道写真展」を開催中
です。
懐かしい写真から最新の列車の写真まで展示しています。鉄道車両や
風景から変わりゆく時代を感じていいただけると思います。
ぜひピアゴ笠松店にお越し下さいませ。

歴史未来館

501-6052 笠松町下本町87

058-388-0161 http://www.town. 毎週月曜日(祝日の場合 9:00～17:00
kasamatsu.gifu.j は翌日)
p/docs/201301210
0116/

アピタ北方店

501-0438 本巣郡北方町平成2-3

058-323-8511 http://uny.co.jp 8月24日(水)
/shop/137/

ほんの森 501-0465 本巣市軽海424

10:00～20:00

７月１日～９月30日

9:00～21:00
７月１日～９月30日
※2階及び一部専門
店は朝9:30より営業
（一部10:00店舗あ
り）
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笠松町の歴史と文化・古くから伝わる伝統芸能や民具を後世に伝える
展示活動や資料の収集・収蔵を行うとともに、企業などの協力を得て、
未来志向の展示も行っております。

