№
施設名
〒
所在地
1
アクアウォーク大垣 503-8570 大垣市林町6-80-21

電話番号
WEBｻｲﾄURL
0584-83-1311 http://www.aquaw 年２回
alk-ogaki.com/

休業日

2

アル・プラザ鶴見

503-8523 大垣市鶴見町上渡瀬
641-2

0584-75-3711 http://www.alpla 期間内無休
-turumi.com/
※臨時休業の場合は事
前告知

3

イオンタウン大垣

503-0808 大垣市三塚町丹瀬463-1 0584-78-0609 http://www.aeont なし
own.co.jp/ogaki/

9:00～22:00
７月１日～９月30日 ・駐車場3300台あり。
ただし、専門店は店
・店舗内にはベンチ、椅子も多く設置。
舗により時間が異な
・フードコートでお食事もできます。
る。
・お隣の施設では、コロナワールドの映画館、ボウリング場、カラオケ
もあります。

4

イオンモール大垣

503-0933 大垣市外野2-100

0584-87-1300 http://shop.aeon なし
.jp/store/01/010
2350/

食品
8:00～23:00
食品以外
9:00～23:00

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！

5

ヤナゲン大垣本店

503-8558 大垣市高屋町1-56

0584-78-1111 http://www.yanag 不定期
en.co.jp

10:00～19:00

７月１日～９月30日

Ａ館７階に無料で自由にくつろげる「くつろぎサロン」をご用意して
おります。
読書にテレビ観賞、お友達とのおしゃべりにご利用ください。

6

ピアゴ浅草店

503-0947 大垣市浅草4-65-2

0584-89-0811 http://uny.co.jp 8月24日(水)
/shop/20/

10:00～20:00

７月１日～９月30日

毎週火曜日はUCSカード、ユニコカード会員様5%off
毎週火曜日は火曜特売と2000円以上のお買上げでお茶やお菓子のプレ
ゼント

7

大垣市守屋多々志美 503-0887 大垣市郭町2-12
術館

0584-81-0801 http://www.city. 火曜日(祝日の場合は翌 9:00～17:00
ogaki.lg.jp/0000 日)､祝日の翌日､展示入
002019.html
替期間（7/11～20）

７月１日～９月19日

大垣市の出身で文化勲章受章者の日本画家で歴史画の第一人者として
活躍した守屋多々志の美術館です。
暑い夏をクールな空間で素敵な絵を見ながらお過ごしください！
企画展「ときの旅人」5月21日～7月10日
企画展「いにしえの夢‐守屋の偉業‐」7月21日～9月19日

8

大垣市立上石津図書 503-1622 大垣市上石津町上原
館
1400

0584-45-3118 http://www.ocpl. 毎週火曜日､祝日の翌
ogaki.gifu.jp/
日､毎月最終金曜日

9:00～17:00

７月１日～９月29日

話題の作家など、毎月おすすめ本を紹介しています。
本とのクールな出会いを求めて、さあ、図書館へ。

9

大垣市立墨俣図書館 503-0103 大垣市墨俣町上宿510-1 0584-62-3900 http://www.ocpl. 毎週火曜日､祝日の翌
ogaki.gifu.jp/
日､毎月最終金曜日

9:00～17:00

７月１日～９月29日

話題の作家など、毎月おすすめ本を紹介しています。
本とのクールな出会いを求めて、さあ、図書館へ。

10

大垣市立図書館

503-0911 大垣市室本町5-51

月・水・木・金9:00 ７月１日～９月29日
～20:00、土・日
9:00～18:00

11

養老公園

503-1267 養老郡養老町高林1298- 0584-32-0501 http://www.yoro- 毎週月曜日
2
park.com
(祝日の場合は翌日)

12

タルイピアセンター 503-2121 不破郡垂井町2443-1

13

関ヶ原町立ふれあい 503-1521 不破郡関ケ原町大字
図書館
関ヶ原894-29

0584-78-2622 http://www.ocpl. 毎週火曜日､祝日の翌
ogaki.gifu.jp/
日､毎月最終金曜日

0584-23-3746 http://www.town. ・毎週月曜日 ※祝日
tarui.lg.jp/docs の場合は翌日休館
/2014121200049/ ・毎月最終木曜日 ※
祝日の場合は翌日休館
0584-43-2223 http://www.town. 毎週月曜日、最終火曜
sekigahara.gifu. 日、祝日の翌日
jp/

営業時間
9:30～21:30

ｸｰﾙｼｪｱ実施期間
７月１日～９月30日

PRﾎﾟｲﾝﾄ

10:00～21:00

７月１日～９月30日 ・毎月10日、20日、30日はHOPカード会員様５倍ポイント
「ハトの感謝デー！」
9:00から開店致します。

健康に関する本など、毎月おすすめ本を紹介しています。
本とのクールな出会いを求めて、さあ、図書館へ。

9:00～17:00
７月１日～９月30日 「養老の滝」
(施設により異なる)
夏でも涼しい天然のクールシェアスポットにお出かけください。
「滝谷ひょうたん広場」
滝谷川が流れるひょうたん型の河原で、水遊びを楽しみましょう。

10:00～18:00

７月１日～９月30日

10:00～18:00

７月１日～９月30日
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涼しい場所で読書や勉強ができ、垂井町の歴史や文化を学ぶこともで
きます。
涼しい場所で読書や勉強はいかがですか？

№
施設名
14 神戸町立図書館

〒
所在地
503-2306 安八郡神戸町大字北一
色821-1

電話番号
WEBｻｲﾄURL
休業日
0584-27-9866 http://www.town. 毎週月曜日、毎月最終
godo.gifu.jp/
金曜日、祝日の翌日

15

輪之内町立図書館

503-0212 安八郡輪之内町中郷新
田1495

0584-69-4500 http://www.tanpo
po.ne.jp/~wakyo/
04tosyokann/04.h
tml

16

生 涯 学 習 セ ン タ ー 503-0198 安八郡安八町氷取30
ハートピア安八

0584-63-1515 http://www.town. 毎週月曜日(月曜日が祝 図書館(平日)
anpachi.gifu.jp 日の場合は翌平日)
9:30～19:00
(土日祝日)
9:30～17:00
喫 茶 カ リ
9:00～17:00

17

大 野 町 立 図 書 館 ( 大 501-0521 揖斐郡大野町大字黒野
野町民センター)
990

0585-32-1113 http://ono-kaki- 毎週月曜日(祝日の場合 10:00～18:00
bara-plaza.jp
はその翌日)
祝日の翌日

７月１日～９月30日

18

池田町図書館

0585-45-6222 http://www.town. HP参照
ikeda.gifu.jp/li
brary/

７月１日～９月30日

503-2425 揖斐郡池田町六之井
1541-1

営業時間
ｸｰﾙｼｪｱ実施期間
9:00～17:00
７月１日～９月30日
( 夏 休 み 期 間 中 9:30
～19:00)

毎週月曜日、祝日の翌 9:00～17:00
日(日・月曜日の場合そ
の翌日)、毎月最終金曜
日

HP参照
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７月１日～９月30日

PRﾎﾟｲﾝﾄ
夏休みは広々として涼しい図書館で読書や勉強はいかがでしょうか？

毎月、季節に合ったおすすめ本を展示し、皆様のお越しをお待ちして
おります。読書は心のビタミン剤。涼しく静かな場所で、読書や勉強は
いかがですか？

７月１日～９月30日 「ハートピア安八図書館」
新着本や読書案内のための各種コーナーが設けてあります。館内で
は、本や雑誌・新聞をゆっくりと読むことができます。また、DVDの視聴
もして頂けます。
ス
「喫茶カリス」
季節の野菜を使用した週替わりランチやおすすめドリンクで憩いのひ
とときを過ごしませんか！
手作りパンのモーニングも人気です。
ぜひ、お気軽にご来館ください。お待ちしています。
町内に住んでいる人、町内の学校へ通学している人、町内の会社に勤
務している人、近隣の市町に住んでいる人 （揖斐川町・池田町・神戸
町・本巣市・瑞穂市・北方町・大垣市）に住んでいる人は無料でご利用
いただけます。
蔵書数は11万点以上あり、DVD、ビデオの鑑賞や国会図書館のデジタル
化資料131万点の閲覧、公衆無線LAN(Wi-Fi)サービス(指定の場所に限る)
もご利用いただけます。
読み聞かせコーナーや木育コーナー等、お子様とお楽しみいただける
コーナーも充実しています。
涼しい場所で、読書やビデオ鑑賞などはいかがですか？

