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市町村名 イベント名 開催日 時間 開催会場 内容

岐阜市 健幸エンジョイ・スポーツＤＡＹ 11月3日（土・祝） 9:00～ 岐阜公園内 噴水広場
ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ教室、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂ体
験など

羽島市 健幸フェスティバル 10月20日（土）
10:00～※内容に

より異なる
木曽三川公園桜堤サブセンター

ノルディックウォーキング、笑いヨガ
など

各務原市 スポーツげんき祭 10月8日（月・祝） 8:30～ 各務原市民公園 他
軽ｽﾎﾟｰﾂ体験、FC岐阜によるｼｭｰﾄｽﾋﾟｰﾄﾞ
測定など

山県市
山県市レクリエーションフェスティバル
２０１８

11月25日（日） 9:30～ 山県市立伊自良南小学校　体育館
卓球バレー、スポーツ吹矢、パックイ
ン25、ラダーゲッター、マンカラなど

瑞穂市
瑞穂市レクリエーションフェスティバル
（みずほふれあいフェスタ内）

11月4日（日） 13:00～ 瑞穂市巣南公民館 軽スポーツ、レクリエーション

本巣市 もとす遊ＲＵＮ～inうすずみ～ 10月28日（日） 9:45～ うすずみ温泉周辺道路 ジョギング

笠松町 レクリエーション健康フェスティバル 10月27日（土） 9:30～ 笠松みなと公園 軽スポーツ体験

岐南町 町民グラウンド・ゴルフ大会 10月14日(日) 9:30～ 岐南町町民運動場C面（笠松町） グラウンド・ゴルフ大会

北方町 町民ピンポン大会 10月28日（日） 9:00～ 北方町総合体育館 ピンポン大会

大垣市 みんなのスポーツ 10月7日（日） 13:00～ 大垣公園内 軽スポーツ体験

軽スポーツを楽しむ会（下多度地区） 9月30日（日） 8:30～12:00 海津市下多度小学校　屋内外運動場
ウォーキング、ヨガ、スポーツ吹矢
などの体験

第9回平田地区運動会 10月14日（日） 8:30～13:30 海津市平田グラウンド 町民運動会

養老町 第91回養老町ペタンク協会大会 10月19日（金） 8:40～ 緑の広場（広幡公民館横） ペタンク大会、ペタンク体験

垂井町 ペタンク 10月28日（日） 9:00～ 神田西公園 ペタンク

関ヶ原町 第３３回町民体育祭 10月7日（日） 8:30～
関ヶ原ゲートボール場（関ケ原町役
場横）

ゲートボール大会

神戸町 Let's　健康体操 9月23日（日・祝） 8:35～ 神戸町ふれあいセンター多目的広場 ミナモ体操、脳トレ体操など

輪之内町
輪之内ふれあいフェスタ2018
第28回カンネ杯綱引き大会

10月7日（日） 8:30～ 輪之内町文化会館駐車場 綱引き大会

安八町
安八町総合体育大会内
グラウンド・ゴルフ競技

10月7日（日） 9:00～ 安八町総合運動公園サッカー場 グラウンド・ゴルフ

揖斐川町 ターゲット・バードゴルフ大会 9月30日（日） 9:00～
揖斐川町河川公園（岡島橋下流付
近）

ターゲット・バードゴルフ大会

Let's軽スポーツ体験！！ 10月6日（土） 10:30～15:00 大野町総合町民センター 軽スポーツ体験

グラウンド・ゴルフ交流大会 10月9日（火） 8:45～ 大野町民東運動場 グラウンド・ゴルフ

池田町
レク体験イベント
（第41回みの池田ふるさと祭内）

10月6日（土） 10:00～ 池田町中央公民館　多目的ホール レクリエーション体験

関市 体育の日スペシャル 10月8日（月・祝） 10:00～
せきしんふれ愛アリーナ（関市総合
体育館）

各種レクリエーション体験

美濃市 美濃市スポーツフェスティバル 10月13日（土） 内容による 美濃市運動公園 一帯
体力テスト、体の機能向上に役立つ講
座など

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21日（日） 8:30～
美濃加茂市中央体育館プラザちゅう
たい大ホール

スポーツ吹矢、ユニカール、ディス
ゲッター９、スカットボールなど

可児市 可児UNICスポーツフェスタ 11月23日（金・祝） 9:00～15:00 KYBスタジアム スポーツ体験

郡上市
平成30年度『第34回やまとふれあい祭り』
スポーツフェスティバル

10月21日（日） 11:00～15:30 やまと総合センターアリーナ
ディスクゴルフ、ストラックアウトな
ど

坂祝町
坂祝町町制施行５０周年記念
手づくり町民運動会

10月21日（日） 9:30～ 坂祝町総合運動場 町民運動会

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17日（土） 9:00～15:00 富加町役場　大会議室 クロリティー体験

川辺町 第48回町民運動会 10月21日（日） 9:00～15:00 川辺中学校グラウンド 町民運動会

七宗町 スポーツ広場 10月7日（日） 9:30～ 七宗町体育館
グラウンド・ゴルフ、ソフトバレー、
カローリングなど

八百津町 ソフトバレーボール大会 10月28日（日） 9:00～12:00 八百津小学校 体育館 ソフトバレーボール大会

白川町 町民グランドゴルフ大会 9月27日（木） 8:30～ 大野台パークグランド グラウンド・ゴルフ大会

東白川村 いきいきウォーキング大会 10月7日（日） 9:40～ 東白川小学校及びその周辺 ウォーキング

御嵩町 御嵩町ソフトバレーボール大会 9月30日（日） 9:15～
御嵩町B&G海洋ｾﾝﾀｰ体育館
御嵩町立上之郷中学校体育館

ソフトバレーボール大会

多治見市 元気な多治見！うながっポーツの日 10月6日（土） 9:00～ 多治見市星ケ台競技場
レクリエーション・軽スポーツ種目、
体力測定の体験

大野町
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海津市



中津川市 第18回スポーツフェスティバルin中津川 10月14日（日） 9:00～
中津川公園　多目的芝生広場
　　　　　　多目的アリーナ

軽スポーツ体験

瑞浪市
みんなのスポーツ
ソフトバレーボール交流会

10月8日（月・祝） 9:00～ 瑞浪市民体育館　第１競技場 ソフトバレーボール交流試合

恵那市 クリスタルパーク恵那 感謝イベント 10月8日（月・祝） 9:00～ クリスタルパーク恵那スケート場
インラインスケート、各種レクリエー
ション

土岐市 ノルディックウォーキング教室 10月27日（土） 9:00～ 土岐市スポーツセンター周辺 ノルディックウォーキング体験

高山市 2018市民スポーツフェスティバル 10月7日（日） 10:00～ 飛騨高山ビッグアリーナ 各種スポーツ体験、ボッチャ体験

飛騨市 飛騨市古川町スポーツフェスティバル 10月7日（日） 9:30～ 飛騨市森林公園一帯
レクリエーション体験、体力測定、
ウォークラリー

下呂市
オリンピック・パラリンピック競技体験
（金山清流マラソン大会会場内）

11月4日（日） 9:00～12:00
下呂市金山リバーサイドスポーツセ
ンター

ボルダリング・ブラインドサッカーの
体験

白川村 第5回村民グランド・ゴルフ大会 9月2日（日） 9:30～
けやき公園（白川村南部地区文化会
館グラウンド）

グラウンド・ゴルフ大会
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