
市町村名 行事名 実施日 時間 内容 会場 参加予定

岐阜市 岐阜市健幸エンジョイ・スポーツＤＡＹ 11月3日(金) 9：00～14：00
ラダーゲッター、輪投げなどレクリエーション種目の体験
コーナー・ノルディックウォーキング教室

岐阜公園 650人

羽島市 羽島市健幸フェスティバル 10月14日(土) 10：00～15：00
レクリエーション体験、健幸づくりイベント、グラウンド・ゴ
ルフ体験

桜堤サブセンター 100人

各務原市 スポーツげんき祭 10月9日(月) 8：30～15：00
各種軽スポーツ体験、グラウンド・ゴルフ大会・ラジオ体
操講座

各務原市民公園 100人

山県市
山県市レクリエーションフェスティバル
２０１７

10月29日(日) 9：30～12：00 卓球バレー、スポーツ吹矢等のレクリエーション種目 美山中学校体育館 200人

瑞穂市 瑞穂市ゲートゴルフ大会 11月26日(日) 9：00～12：00 全市民を対象とした市民ゲートゴルフ大会 瑞穂市中ふれあい広場 50人

本巣市 2017　もとす遊RUN 11月19日(日) 9：45～11：45 気軽に参加できるジョギング大会（７ｋｍ、３ｋｍ） うすずみ温泉「四季彩館」周辺 300人

笠松町
第17回笠松町
スポーツ・レクリエーション祭

10月22日(日) 13：00～15：00 ニュースポーツ、チャレンジゲーム等の体験 笠松町運動公園芝広場 80人

岐南町 町民グラウンド・ゴルフ大会 10月22日(日) 9：00～
町内在住・在勤、在学を対象としたグラウンド・ゴルフ大
会

岐南町町民運動場Ｃ面 50人

北方町 町民ソフトバレーボール大会 9月3日(日) 8：45～15：00 町内在住・在勤者を対象としたソフトバレーボール大会 北方町総合体育館 100人

大垣市 みんなのスポーツ 11月5日(日) 10：00～15：00
元気ハツラツ市の中で、軽スポーツ体験会コーナーを
設置

大垣駅通り 200人

海津市
軽スポーツを楽しむ会
（下多度地区）

10月1日(日) 8：30～12：00
ウォーキング、ヨガ、グラウンド・ゴルフ、スポーツ吹き矢
などレクリエーション種目コーナー

海津市立下多度小学校　屋内外運動場 130人

養老町 町民スポーツフェスティバル 11月26日(日) 9：00～
バルシューレ体験広場、ヨガ体験レッスンなどのレクリ
エーション種目

養老町総合体育館・多目的広場、養老町民プール 400人

垂井町 ペタンク大会 10月29日(日) 9：00～12：30 町内在住・在勤者を対象としたペタンク大会 神田西公園 50人

関ケ原町 第32回町民体育祭 10月8日(日) 9：15～ 町内在住・在勤者を対象としたゲートボール大会 関ヶ原ゲートボール場 50人

神戸町
やってみよう！「グラウンド・ゴルフ体
験会」

9月22日(金) 10：00～11：00
神戸町グラウンド・ゴルフ協会主催大会の会場で、レク
リエーション体験コーナーを設置

ごうど中央スポーツ公園芝生広場 50人

輪之内町
輪之内ふれあいフェスタ2017
第27回カンネ杯綱引き大会

10月1日(日) 8：30～11：00 綱引き大会
輪之内町文化会館前駐車場
(雨天)輪之内町体育センター

522人

安八町 安八スポーツ・レクリエーション祭 11月5日(日) 10：00～12：00
ミナモ体操～脳トレバージョン～・レクリエーション体験
エリア・スポ・レクスタンプラリー

安八町総合運動公園野球場 50人

揖斐川町
揖斐川町ターゲット・バードゴルフ大
会

9月10日(日) 9：00～13：00 ターゲット・バードゴルフ大会 岡島河川公園・揖斐川町下岡島 100人

大野町 Let's 軽スポーツ体験 9月30日(土) 10：30～15：00 軽スポーツ・レクリエーション体験 大野町総合町民センター 50人

池田町 第３４回町民スポーツフェスティバル 10月9日(月) 8：40～
グラウンド・ゴルフ、ペタンク、シャッフルボード、その他
軽スポーツ体験

霞間ヶ渓スポーツ公園
池田町総合体育館

100人

関市 体育の日スペシャル 10月9日(月) 10：00～16：00 ペタンク、カローリング、バウンドテニスなど軽スポーツ 関市総合体育館 100人

美濃市
美濃市レクリエーションフェスティバル
2017

11月4日(土) 10：00～15：00
グラウンド・ゴルフ大会、クロリティやユニカール等のレ
クリエーション種目の体験、いきいきオレンジビクス体操
を同時開催

美濃市運動公園一帯（陸上競技場、体育館） 200人

美濃加茂市
美濃加茂市レクリエーションフェスティ
バル

10月28日(土) 13：30～17：00
ユニカール、スポーツ吹矢、ダーツ、クロリティを無料で
体験できるレクリエーションフェスティバル

美濃加茂市中央体育館プラザちゅうたい 100人

可児市 ヘキサスロン 11月19日(日) 10：00-12：00
エアロケット投げ・エアロディスク投げ、ソフトハンマー投
げの運動プログラムの体験

可児市B&G海洋センター　体育館 250人

郡上市
白山開山１３００年祭記念行事「長良
川清流ツーデイズウォーク」

9月23日（土）
24日（日）

10：00～ 長良川清流ツーデイズウォーク
23日郡上市白鳥町石徹白地内
24日郡上市高鷲町ひるがの地内

1,400人

坂祝町 坂祝町手づくり町民運動会 10月15日(日) 10：00～15：00 平成29年度坂祝町手づくり町民運動会 坂祝町総合運動場 100人

富加町
とみか町民まつり
「クロリティー体験コーナー」

11月18日(土) 9：00～15：00
とみか町民まつりの会場で「クロリティー体験コーナー」
を開催

富加町役場　大会議室 100人

川辺町 第４７回町民運動会 10月15日(日) 8：45～15：00 第４７回町民運動会 川辺中学校　グラウンド 100人

七宗町 スポーツ広場 10月8日(日) 9：00～14：30
グラウンド・ゴルフ、ソフトバレーボール、カローリングな
ど

七宗町体育館 50人
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八百津町
第１７回やおつ人道の丘ジョギング大
会

11月19日(日) 8：00～ ジョギング大会 八百津町ファミリーセンター隣接駐車場 400人

白川町 第20回　町民グラウンド・ゴルフ大会 9月27日(水) 9：30～15：00 グランドゴルフ大会 大野台パーク　多目的グランド 100人

東白川村 ウォーキング大会 10月22日(日) 9：20～12：30 ウォーキング大会 中川原水辺公園 100人

御嵩町 御嵩町ソフトバレーボール大会 10月1日(日) 9：30～16：00
町内在住、在学、在職の方を対象としたソフトバレー
ボール大会

御嵩町Ｂ＆Ｇ海洋センター
御嵩町立上之郷中学校体育館

200人

多治見市 元気な多治見！うながっポーツの日 10月7日(土) 9：00～15：00
レクリエーション種目や軽スポーツ種目、体力測定コー
ナーなど複数種目が体験できるレクリエーション・軽ス
ポーツフェスティバル

多治見市星ヶ台競技場、多治見市星ヶ台運動広場 800人

中津川市
8万人のヘルスアップ事業　第17回ス
ポーツフェスティバル　ｉｎ中津川

11月5日(日) 9：00～
グラウンド・ゴルフ、ストラックアウト、ディスゲッター、わ
なげ、弓道、アーチェリー、スポーツ吹矢など

東美濃ふれあいセンター 700人

瑞浪市
瑞浪市ワンバウンドふらばーるバ
レーボール体験会

9月24日(日) 9：30～12：00 ワンバウンドふらばーるバレーボールの体験会 瑞浪市民体育館 50人

恵那市 エーナ健幸ウォーキング大会 11月18日(土) 10：00～ ウォーキング大会 恵那峡 100人

土岐市 第３８回陶史の森まつり 9月9日(土) 10：00～14：00 ウォークラリーとレクリエーション体験コーナー 陶史の森 300人

高山市 ２０１７市民スポーツフェスティバル 10月1日(日) 9：00～15：00 各種スポーツ体験とグラウンド・ゴルフ大会 飛騨高山ビッグアリーナ、中山公園陸上競技場 250人

飛騨市 飛騨市古川町スポーツフェスティバル 10月8日(日) 9：30～15：30
複数の種目のレクリエーション体験、体力測定、ウォー
クラリーなど

飛騨市森林公園　一帯 1,000人

下呂市
ひだ金山清流マラソンでの レクリ
エーション体験会

11月5日(日) 10：00～12：00 複数の種目のレクリエーション体験コーナーを設置 金山リバーサイドスポーツセンター 700人

白川村 第４回　村民グラウンドゴルフ大会 9月23日(土) 9：30～ グラウンド・ゴルフ大会 けやき公園 40人


