〔１〕 文化プログラム
１

趣

旨

文化プログラムは、多くの県民が芸術・文化活動を通じて大会に参加することにより、県民総参加の
大会とするとともに、飛山濃水の豊かな自然や風土にはぐくまれた岐阜県の芸術・文化を全国に向けて
発信するものです。
２
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場
地

事業概要

（平成24年2月28日現在）
事

業

名

期

日
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10月12日（水）〜平成24年1月15日（日）

「ドキュメンタリー岐阜135」展
岐阜県美術館
12月14日（水）〜平成24年2月13日（月）

所蔵品企画展「雪を描く」
三甲美術館

ぎふ長良川鵜飼

風流屋形船

飛騨美濃合併135周年を記念した展覧会。
135年の郷土と美術の歴史を、美術館所蔵品
と創刊130年を迎える岐阜新聞所蔵のアーカ
イヴとを組み合わせてたどります。
所蔵作品の中から、雪を描いた作品を展示
します。

1月4日（水）〜5月10日（木） 係留された観覧船の中で、お食事等を楽し
11月1日（木）〜12月28日（金） んでいただけます。お食事は、各自持ち込
みしていただくか、鍋料理をご注文してい
長良川鵜飼観覧船乗り場
ただくこともできます。
1月4日（水）〜12月28日（金）

遺物の展示
岐阜県庁

「三幕の物語」展

事業内容

1月11日（水）〜2月19日（日）
2月23日（木）〜4月1日（日）
4月5日（木）〜5月13日（日）

岐阜県美術館

岐阜県内の遺跡から出土した遺物を展示し
ます。
郷土ゆかりの作家をはじめ、世界的なコレクショ
ンに成長したオディロン･ルドン関連、安藤基金
コレクションと田口コレクションといった作品群
を3期に分けて展示します。

1月15日（日）〜1月29日（日）
岐
公募展 第4回
阜
「わたしの年賀状」を公募し、展示します。
「わたしの年賀状コンクール」
市
三甲美術館

ハートフルフェスタ2012

第289回市民の劇場
第4回ぎふジャズフェスティバル

平成23年度
岐阜県読書感想文コンクール
表彰式

ＨＩＢＩＮＯ

ＡＲＴゼミ

1月21日（土）〜1月29日（日） 市民活動団体・ボランティア団体の発表、
展示、体験活動等。各種講演会、男女共同
参画優良事業者表彰式、生涯学習「長良川
ハートフルスクエアーＧ
大学」単位取得認証式を行います。
1月22日（日）
岐阜市民会館
1月28日（土）
岐阜県図書館
1月29日（日）、2月14日（火）
2月25日（土）、2月26日（日）
3月18日（日）

岐阜県美術館
2月10日（金）〜3月4日（日）
第6回円空大賞展
岐阜県美術館

岐阜市民ジャズ・ビッグバンド「楽市JAZZ
楽団」とゲストによるジャズフェスティバ
ルです。
平成23年度岐阜県読書感想文コンクール入
賞者表彰、第44回全国優良読書グループ表
彰伝達、講演会を行います。
日比野克彦が参加者と対話しながら、アートの魅
力・未来・問題を語ります。県美術館所蔵の日比
野作品を間近で検証し、作品が出来上がっていく
プロセスを追体験。また、ワークショップを行い
ながら創造することの意義を考えます。

第6回円空大賞(円空賞)受賞者の作品等及び
円空仏を展示する美術展です。
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第294回市民の劇場
戯曲づくりワークショップ
優秀短編発表会

所蔵品企画展
「外国の風景−建物−」

期

日

会

場

2月11日（土・祝）

2月15日（水）〜5月14日（月）
三甲美術館
2月22日（水）
三甲美術館

3月3日（土）
第16回岐阜県民文化祭
平成23年度第20回岐阜県文芸祭
表彰式及び作品講評会
ふれあい福寿会館
3月3日（土）〜3月4日（日）
梅林公園、粕森公園、美殿町
殿町筋一帯
3月17日（土）
長良川ふれあいコンサート
ふれあい福寿会館

ぎふ・プラハ音楽院セミナー
岐
阜
市

ワークショップ参加者による戯曲の優秀短
編発表会です。

岐阜市文化センター

横山幸雄ピアノリサイタル

第60回ぎふ梅まつり

事業内容

所蔵作品の中から、外国の風景や建物を描
いた作品を展示します。

展示室における横山幸雄さんのピアノリサ
イタルです。
「自然と人間」をテーマに募集した全10部
門の文芸作品から、各部門の大賞に選ばれ
た方の表彰及び審査員による部門別の作品
講評会を開催します。
白梅と紅梅合わせて1300本が咲き誇る梅林
公園において、子ども写生大会、胡弓演
奏、モデル撮影会などを行います。
昼の部は公開リハーサル。夜の部は大阪
フィルハーモニー交響楽団演奏会を行いま
す。

3月19日（月）〜3月21日（水） チェコ・プラハ音楽院からピアノとヴァイ
オリンの教授を招いて、公開レッスンと個
人レッスンを行います。
ふれあい福寿会館
戦国の風雲児で岐阜のまちづくりに貢献した斎藤
道三公を称えるまつりです。「道三公追悼式」や
「若宮町歩行者天国」、メインイベントである
「岐阜まつり協賛みこしパレード・音楽隊パレー
岐阜市中心市街地一帯
ド」などを開催します。
昭和の暮らしぶりをモチーフに創作を続ける人形
4月20日（金）〜5月27日（日） 作家・安部朱美さんの作品展です。安部さんの創
り出す人形世界を通じ、「家族」という強く素晴
らしい絆をテーマに描き出し、世代を超えた多く
岐阜市歴史博物館
の人に伝えます。
1300年以上の歴史と伝統を誇る岐阜の夏の風物詩
5月11日（金）〜10月15日（月） です。暗闇に満ちた水面にかがり火が映る頃、伝
統装束に身を包んだ鵜匠の掛け声のもと、鵜が鮎
を狩るさまは、歴史絵巻さながらで、見るものを
長良川鵜飼観覧船乗り場
幽玄の世界へと誘います。

4月7日（土）〜4月8日（日）
第40回「道三まつり」

岐阜市歴史博物館特別展
「昭和の家族 きずな」

ぎふ長良川鵜飼

ぎふ長良川鵜飼

夢粋船

5月11日（金）〜10月15日（月） 鵜飼のない日中の時間帯に、係留された観
覧船の中でお食事（各自持ち込み）等を楽
しんでいただけます。別料金で遊覧も可能
長良川鵜飼観覧船乗り場
です。
6月2日（土）〜6月3日（日）

長良川ツーデーウオーク
岐阜公園

噴水女神像前広場

6月2日(土)〜6月10日(日)
第66回岐阜県美術展（一般部）
岐阜県美術館
6月14日(木)〜6月17日(日)
第66回岐阜県美術展（青年部）
岐阜県美術館

岐阜公園をスタート・ゴールとして、金華山や長
良川のほか「歩きたくなるみち500選」に選定さ
れた御鮨（おすし）街道など、岐阜市を代表する
他 自然や歴史を盛り込んだコースを楽しめます。
（計8コースから選べます）

本県美術活動の振興普及のため、県内外か
ら作品を公募し、一般に公開します。(部
門：日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写
真、グラフィックデザイン)
本県美術の普及と創造的表現力を開発するため、
広く県内から作品を公募し、一般に公開します。
（青年部：県内の高等学校・特別支援学校高等部
に在籍又は該当する年齢）
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事業内容
本県美術の普及と創造的表現力を開発するため、

6月21日（木）〜6月24日（日） 広く県内から作品を公募し、一般に公開します。
第66回岐阜県美術展（少年部）
岐阜県美術館
開館30周年記念
「象徴派−夢幻美の使徒たち」展

岐阜市歴史博物館企画展
「岐阜の夜明け（仮称）」

7月13日(金）〜8月26日(日）
岐阜県美術館
7月13日（金）〜9月2日（日）
岐阜市歴史博物館
7月29日（日）〜8月5日（日）

ぎふ・リスト音楽院マスターコース ふれあい福寿会館、クララザール
岐阜市文化センター
ドリームシアター岐阜

長良川うかいミュージアム
（岐阜市長良川鵜飼伝承館）

第25回岐阜市民芸術祭

8月1日（水）開館以降
長良川うかいミュージアム
（岐阜市長良川鵜飼伝承館）

岐阜を中心とした地域の縄文時代・弥生時
代のくらしや道具の様子を、復元した道具
などを実際に使って体験できる展覧会で
す。
ハンガリーのリスト音楽院からピアノと
ヴァイオリン、チェロの教授を招いて、公
開個人レッスンとマスターコンサートを行
います。
長良川の鵜飼 に関する文化を広く紹介・発信
し、そこから生まれる交流や、そのために必要と
なる資料の収集・保管、展示、調査研究等を通じ
て郷土の誇り、その魅力を伝えます。

8月5日（日）〜12月22日（土） 岐阜市で活躍する、芸術文化団体又は個人
の優れた活動及び伝統芸能（邦楽、邦舞、
岐阜市文化センター、岐阜市民会館 洋楽、洋舞、演劇）が鑑賞できます。
8月31日（金）（予定）

伝統文化の夕べ

（少年部：県内の小・中学校、特別支援学校小学
部・中学部、幼稚園・保育所に在籍又は該当する
年齢）
ルドンの世界的コレクションを所蔵する県美術
館。19世紀末ヨーロッパを国際的潮流として覆っ
た象徴主義美術の多様な側面に、ロマン主義的象
徴主義、装飾芸術、総合主義と象徴主義、ナビ派
とジャポニスム、魂の画家の5章から迫ります。

第26回長良川薪能

長良川河川敷の特設舞台で、鵜舟の篝火か
ら薪に灯を取り、一流能楽師による能や狂
言を上演します。

長良川特設舞台
岐
（岐阜グランドホテル前河原）
阜
日本初公開となる約30点のスイスの貴重な個人コ
市 開館30周年記念
9月5日(水)〜10月28日(日)
レクションを中心に、シャガール特有の図像世界
が展開され始めた1930年代以降に力点を置き、そ
「マルク・シャガール−愛をめ
の芸術の秘密のひとつである、シャガールが表現
ぐる追想」展
岐阜県美術館
したさまざまな「愛」をさぐります。

第17回岐阜県民文化祭・ぎふ文 9月8日（土）〜9月9日（日）
化の祭典
第5回ひだ・みの創作オペラ
ふれあい福寿会館
「ふるさとの昔話」(仮称)

平成12年度から県民文化祭のメイン事業と
して毎年開催している県オリジナルの創作
オペラの集大成として、その代表作を上演
します。

9月14日（金）〜9月16日（日） 一般県民の障がい者に対する理解と認識を深め、
岐阜県障がい者福祉フェア
マーサ21
9月25日（火）〜10月18日（木）
全国スポーツ写真展
アクティブＧ

併せて障がい者の自立意欲を促し福祉の増進を図
ることを目的として、障がい者の作品及び福祉用
品等の展示並びに製作品の即売を行います。

「全国スポーツ写真コンクール」の入賞作
品を展示します。

10月6日（土）〜10月7日（日） 岐阜のまちづくりに貢献した織田信長公を称え開
第56回「ぎふ信長まつり」
岐阜市中心市街地一帯

催する、岐阜の秋を代表する祭りです。「信長公
騎馬武者行列」、「市民勝手カーニバル」、「音
楽隊パレード」などを行います。
美術を愛好する市民に広く発表の機会と場を提供

10月20日（土）〜10月28日（日） すると共に、良い作品を鑑賞することを通して市

第65回岐阜市美術展覧会
岐阜市文化センター

民の美術文化への関心と情操豊かな市民性を育て
ることを目的として、美術作品を公募し、展示し
ます。

10月（予定）
各種団体の環境保全に対する取り組みの紹
介や基調講演などを行います。
くプラザ、ハートフルスクエアーＧ

第11回岐阜市まるごと環境フェア ＪＲ岐阜駅北口駅前広場、じゅうろ
（予定）
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事業内容
県美術館がたどってきた作品収集の歩みを、各時

11月2日(金)〜12月24日(月・祝) 代を象徴する企画展ポスターと図録、記録写真と
開館30周年記念
ともに紹介します。そして、県民とともに築き上
「岐阜県美術館の歴史−30年の
げてきた感動の歴史を再確認し、これからの30年
歩み」展
岐阜県美術館
の活動のはじまりとします。

11月4日（日）
みんなで歩こう

クーポン券等特典付き地図を配布し、スタンプラ
リーによるお楽しみグッズ等の抽選などを行い、

健幸ウォーク 金公園、ＪＲ岐阜駅前北口駅前広場 多くの人に柳ヶ瀬、ＪＲ岐阜駅周辺のウォーキン
柳ヶ瀬健康ステーションを周遊

グを楽しんでもらいます。

11月4日（日）

地域や家庭での健康づくり推進を目的とし
て、岐阜市と岐阜市医師会などの健康関連
10団体が共催で市民参加型事業を開催しま
す。

第33回市民健康まつり
岐阜市文化センター、金公園
岐阜県特別支援学校美術作品展
音楽発表会

11月13日（火）〜11月18日（日） 岐阜県の特別支援学校の代表生徒美術作品
の展示会を行います。また、岐阜県の特別
支援学校代表校2校による音楽発表会を行い
ふれあい福寿会館
ます。
11月17日（土）〜11月23日（金・祝） 市民の創作意欲を高め、文芸創作活動の振

第48回岐阜市文芸祭
岐
阜
市

一般の部
ハートフルスクエアーＧ

12月4日（火）〜12月9日（日）
岐阜市オンリーワンわたしたち 〔舞台：12月7日（金）〕
の芸術祭
展示：ハートフルスクエアーＧ
舞台：岐阜市民会館
12月4日（火）〜12月9日(日）
第38回全日本写真連盟岐阜県本部展

岐阜県美術館

興とともに地域文化の向上を図ることを目
的とし、文芸作品を公募、展示し作品集を
発行します。

書・絵画・手工芸・詩集・陶芸・組み紐・切り
絵・絵てがみ等の展示、ボランティアによるアト
ラクション・切り絵・絵てがみ教室、劇・おど
り・楽器演奏・歌などの発表等を行います。

岐阜県内17支部約250名の会員による写真展
です。
130〜30年くらい前の「ちょっと昔」について、

岐阜市歴史博物館企画展
「ちょっと昔の道具たち」

平成24年12月14日（金）〜3月3月（日） 子供の生活に密着した「学校」「まちかど」「家

岐阜市歴史博物館
通年（年中無休）

岐阜城
岐阜城
通年
岐阜市歴史博物館総合展示
岐阜市歴史博物館
3月4日（日）
和太鼓ＬＩＶＥ 2012 〜清流〜
羽島市文化センター
9月2日（日）
第36回羽島市民音楽祭（詩吟の部）

羽島市文化センター

羽
島
市

9月29日（土）
羽島市文化協会

市民観月会
羽島市文化センター

の中」「家のまわり（遊びコーナー）」の4コー
ナーを設定し、昔の道具を一堂に集めて展示しま
す。
信長公、道三公の居城として有名です。現在の城
は昭和31年に復元されたもので、城内は、1階
「武具の間」、2階「城主の間」、3階「信長公の
間」となっており、最上階の「望楼の間」は展望
台となっています。
原始・古代から近代までの岐阜の歴史を展示しま
す。時代毎に体験コーナーを設け、土器の模様付
けや戦国時代の衣装の着付け、浮世絵の重ね刷り
等の体験ができます。また、展示室ではボラン
ティアが展示の解説や体験のお手伝いをします。

市民が、ぎふ清流国体の合言葉のようにキ
ラキラと輝き、夢と感動を分かち合えるよ
う、今年度のテーマを 清流 と名付け、
和太鼓ライブを行います。
羽島市在住・在勤者で結成されているグ
ループ又は個人が、日頃の練習の成果を発
表します。
お月様に献花・献茶・月見団子をお供えし、幻想
的な雰囲気の中、秋の名月を見て短歌・俳句の投
句が始まります。ステージでは、月の鑑賞に伴
い、優秀作品の発表・朗詠を、また文化協会員に
よるアトラクションが行われます。

10月24日（水）〜10月28日（日） 羽島市のかおり高い芸術・文化の普及と発
展のために広く作品を公募し、一般に公開
第44回羽島市美術展（一般の部）
します。（募集部門は、日本画、洋画、
羽島市文化センター
書、写真、彫刻、工芸、デザイン）
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11月4日（日）
第36回羽島市民音楽祭（邦楽の部）

羽島市文化センター

羽
島
市
第39回羽島市文芸祭

鵜沼宿脇本陣邦楽ライブ

事業内容
羽島市在住・在勤者で結成されているグ
ループ又は個人が、日頃の練習の成果を発
表します。（民踊、舞踊、詩舞、太鼓、剣
詩舞、民謡、尺八、三味線、琴等）

11月30日（金）〜12月2日（日） 市民の創作意欲を高め、文芸創作活動の振
興とともに地域文化の向上を図ることを目
的とし、文芸作品を公募し、優秀作品を展
羽島市文化センター
示します。
1月8日（日）、3月18日（日）
5月13日（日）、6月24日（日）

邦楽器による演奏会です。

産業文化センター

瞑想の森コンサート

1月14日（土）、2月5日（日）、3月11日（日）
5月20日（日）、6月23日（土）、7月21日（土）
8月25日（土）、10月20日（土）
11月18日（日）、12月16日（日）

クラシックを中心とした音楽コンサートです。

市民斎場瞑想の森
1月22日（日）
楽器体験フェア

楽器展示と試奏による体験型イベントです。

産業文化センター
2月1日（水）〜2月29日（水）
図書館アート展

絵画等の作品展です。
中央図書館
2月12日（日）

市内在学大学生以下によるクラシックコン
サートです。

ＹＯＵＮＧワンコインコンサート

文化ホール
2月26日（日）、8月5日（日）
各
務
原
市

図書館ホールコンサート

ジャンルを問わない音楽コンサートです。
中央図書館
3月2日（金）〜3月4日（日）

木曽川音楽祭
各務原市民会館

等

「吹奏楽」をテーマにした市民参加型の音
楽祭です。

5月27日（日）
村国座芸術文化公演

文化公演です。
村国座

産業文化センターコンサート

6月3日（日）、9月9日（日）
12月9日（日）（予定）

ジャンルを問わない音楽コンサートです。

産業文化センター
7月15日（日）
村国ライブ

ヒップホップ音楽ライブです。
村国座

「マンスリー水槽」にて、ぎふ清流国体・
ぎふ清流大会開催に合わせ、競技種目が名
輝け！いきものスポーツ大会！！
前に入った生物や、競技と似た行動をする
世界淡水魚園水族館アクア・トトぎふ 生物を展示します。
9月1日（土）〜9月30日（日）

9月16日（日）（予定）
皆楽座コンサート

音楽コンサートです。
皆楽座

会
場
地

事

業

名

期

日

会

場

事業内容

9月22日（土・祝）
各務原音楽コンクール

総合的なクラシック音楽コンクールです。
文化ホール
9月（予定）

鵜沼宿脇本陣アート展

鵜沼宿脇本陣を草花などで飾ります。
鵜沼宿脇本陣
10月、11月に各1回（予定）

各務野音楽塾

岐阜各務野高等学校旧岐阜女子
商業高等学校校舎

吹奏楽器公開レッスンです。

10月7日（日）〜10月14日（日）
各務原市美術展

絵画、彫刻、工芸などの美術展です。
産業文化センター

各
務
市民大茶会
原
市

11月3日（土・祝）
茶会を行います。
市民公園
11月11日（日）〜11月17日（土）

音楽ウィーク・街角コンサート

市内音楽団体のコンサートです。
産業文化センター

他

12月1日（土）〜12月6日（木）
高校生・少年美術展

絵画、デザインなどの作品を展示します。
産業文化センター
通年
航空宇宙をテーマとした博物館です。

かかみがはら航空宇宙科学博物館
かかみがはら航空宇宙科学博物館

通年
中山道鵜沼宿町屋館
中山道鵜沼宿町屋館

屋敷は中庭を囲むように主屋、東側の附属
屋、西側の離れの三棟からなり、当時の中
山道鵜沼宿町屋館を復元し、公開します。

3月3日（土）
市民公開講座

医師会医師等による講演会です。
山県市美山中央公民館
3月17日（土）

うつ・自殺予防対策講演会

講演会「つよい心を持った子どもを育てる」

山県市美山中央公民館
山
好日会 〜ヴァイオリンコン
県
サート＆紹欽茶会〜
市

ぎふ清流国体馬術競技会公式テーマ曲
『Jump!』を作曲した濱島秀行氏を迎え、コ
ンサートを開催します。同時に茶会を実施
山県市文化の里 古田紹欽記念館 します。
5月12日（土）

6月16日（土）
和太鼓コンサート
山県市文化の里
7月14日（土）
０歳児からのクラシックコンサート

山県市文化の里

和太鼓奏者内海いっこうの和太鼓コンサー
トで市内の小中学校へのアウトリーチ及び
ホール公演を行います。
乳幼児を抱えコンサート等に足を運ぶこと
が困難な方々や妊婦さんまで、幅広く良質
な音楽を聴いて頂けるコンサートを開催し
ます。

会
場
地

事
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名

期

日

会

場

8月5日（日）
伊自良夏まつり
山県市図書館付近
8月11日（土）
ふれあい夏まつり
山県市役所周辺

山
県
市

山県市オリジナル演劇
市民創作演劇エトセトラ

8月18日（土）〜8月19日（日）
山県市文化の里
8月25日（土）

みやま川まつり
にしむげ公園・西武芸橋付近
9月15日（土）
ＢＢＢＢコンサート
山県市文化の里
11月17日（土）
セレノグラフィカダンス公演
山県市文化の里
9月1日（土）〜9月2日（日）
ＭＢＫ音楽コンテスト
瑞穂市総合センター
瑞
穂 文化協会文化フェスタ
市

9月8日（土）〜9月10日（月）
巣南公民館
10月28日（日）

文化協会10周年記念事業
瑞穂市総合センター
第7回本巣市文化協会 部門別
（音楽）芸能祭 華やぎ会

1月29日（日）
本巣市民文化ホール
2月3日（金）〜2月5日（日）

第8回本巣市美術展
本巣体育センター
本
巣 本巣市文化協会
市

2月17日（金）〜2月19日（日）
春の文化祭
富有柿の里
2月19日（日）

ほほえみジュニア文化祭2012
本巣市民文化ホール

事業内容

伊自良十六拍子保存会による竜廻しや雨乞
い踊り、花火などを行います。

「郡上おどり」などの盆踊りや花火などを
行います。

美山地域に伝わる民話を題材とした市民参
加創作演劇の制作・上演を行います。

地元の人々による手作り灯籠が水面と会場
をてらす納涼まつりや花火を行います。

ブラック・ボトム・ブラス・バンド（ＢＢ
ＢＢ）の演奏で市内の小中学校へのアウト
リーチ及びホール公演を行います。

セレノグラフィカによるコンテンポラリー
ダンスの公演を開催します。

年代別の4部門で、「得意な楽器で音楽を競
う」音楽コンテストを行います。

文化協会所属団体が、日頃の成果を発表す
る場です。作品展示及びステージ発表を行
います。

各種ステージ発表及び記念公演等を検討中
です。

本巣市文化協会に加盟するコーラスや大正
琴などの団体が発表を行う音楽祭です。
日本画、洋画、彫塑、工芸、書、写真、デ
ザインの部門があり、市内外から出品され
た作品の中から入選・入賞作品を公開展示
します。
本巣市文化協会に加盟する団体が、油絵や
水墨画など様々な作品を展示します。

小中学校、高等学校の文科系部活動や学習
活動の発表、伝統芸能保存会、同好会、自
主サークルの活動発表を行います。
1500余年の昔、継体天皇が歩かれたであろう「い

3月17日（土）〜3月18日（日） にしえのみち」を舞台に、豊かな自然と歴史や文
第15回早春淡墨桜浪漫ウオーク
淡墨公園〜一宮市真清田神社

化に親しみ、ウオーカー仲間との交流を通じて心
とからだの健康づくりを目指すウオーキング大会
です。
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6月9日（土）
第8回本巣市花とほたる祭り
本巣市民スポーツプラザ
本
巣 ふれあいサマーフェスタ2012
市
第20回うすずみサマーフェス
ティバル「宗次郎淡墨桜コン
サート」

市民相互のふれあいを深め地域の活性化を
図り、元気で笑顔あふれるまちづくりを目
本巣市民文化ホール及び本巣市 指し、真桑文楽の上演、吹奏楽の演奏、ダ
ンス等のステージイベントを行います。
民文化ホール周辺
8月18日（土）
淡墨公園

12
岐南町役場庁舎前駐車場
10月土・日（2日間）（予定）

岐南町文化祭
岐南町中央公民館

岐
南
町

糸貫町にほたるが乱舞する6月上旬に「自然
と人が共生し、快適でこころふれあうま
ち」を目指し、市民が作り市民が参加する
ステージイベントを行います。

8月4日（土）

8月5日（日）
よってきん祭ぎなん

事業内容

10月〜11月（予定）
町民菊花展
岐南町役場庁舎前駐車場

地元根尾中学校がオカリナ学習に取り組
み、豊かな自然環境の中で全校生徒が宗次
郎と共演する野外コンサートです。樹齢
1500年余の淡墨桜の下で開催します。
毎年恒例化した商工会青年部主催の夏祭り
です。午後からスイカ割り、国体広報、和
太鼓、ミニゲーム。夜には盆踊り大会、花
火等を開催します。
各種文化団体や公民館講座、町民自主講座
などで学習されている団体の仲間が一堂に
会して、今までに制作された作品や、学習
の成果を掲示物などで紹介します。
町民の愛好家が丹精こめて育てた菊の展示
会です。
ステージでは「徳田ねぎ」をモチーフにした「ね

ぎなんフェスタ2012＆全国ねぎ
サミット（仮称）

12月8日（土）〜12月9日（日）（予定） ぎっちょ」や、元気いっぱいのゆるキャラ達によ

岐南町総合体育館（予定）

るパフォーマンスや体験イベントを行います。ま
た、会場では「ご当地グルメ特産品コーナー」を
設け各地域の特産品販売等を行います。

1月4日（水）〜2月12日（日）
新年企画干支「辰年展」

干支「辰年」に関する資料を展示します。
笠松町歴史民俗資料館

企画展 笠松の獅子門の人たち
−芭蕉・支考からの流れ 今も−

講演会 獅子門
日本最古の俳諧結社

4月10日（火）〜5月13日（日） 美濃を拠点として300年の歴史のある俳諧
（連句）結社の獅子門の人たちについての
資料を展示します。
笠松町歴史民俗資料館
4月21日（土）

って！？
杉山邸〔国登録有形文化財〕
笠
松
町 私のコレクション
6月5日（火）〜7月1日（日）
古布「5節句にみる風習」
（奥畑純子様）
笠松町歴史民俗資料館
7月24日（火）〜9月2日（日）
夏休み企画

折り紙のふしぎ
笠松町歴史民俗資料館
10月10日（水）〜11月25日（日）

館蔵品展 古図にみる笠松の地形
笠松町歴史民俗資料館
北
方 北方まつり
町

美濃を拠点として300年の歴史を誇る俳諧
（連句）結社の獅子門についての講演会を
開催します。

年間の5つの節句などを古い布で表現された
細工物を展示します。
折り紙の歴史・連鶴や多面体などの作品を
展示及び体験コーナー〔小学生〕を開設し
ます。体験コーナーでは、「ミナモの魔法
のぬり絵」と多面体を作ります。
館蔵品を展示し、江戸時代の絵図や地図に
より笠松町の地形などのなりたちに関する
資料を展示します。

5月2日（水）〜5月3日（木・祝） 大井神社の春の祭礼です。北方を守る神様
に町民の安全と健康を願い、各町内から十
数台のみこしが出る勇ましい祭りです。み
北方町内及び北方商店街通り
こしの展示も行います。
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11月10日（土）〜11月11日（日）
北
方 未来タウン北方ふれあいまつり
町
北方円鏡寺公園一帯

大垣市郷土館 企画展
「新春祝賀美術展」

1月4日（水）〜2月12日（日）
大垣市郷土館

守屋多々志美術館 第44回企画展 1月7日（土）〜2月19日（日）
「新春「干支と吉祥−守屋多々
志−」
大垣市守屋多々志美術館
日本昭和音楽村オリジナルビデオ

「昭和音楽の歩いた道」上映

新鮮な野菜や、町の農業・商業・工業の生
産品などを一堂に展示・即売する人々の交
流の場です。コンサートやイベントが盛り
だくさんです。
日本画・洋画・書・彫塑工芸・デザイン・
写真を展示します。

日本画家 守屋多々志氏の、干支を描いた
作品や新春らしい縁起のよい画題を中心と
した作品・資料を展示します。

「憧れのハワイ航路」など生涯に約4000曲を作曲
し、「古賀政男と双璧」、「大衆音楽の父」とよ
ばれた、大垣市上石津町出身の作曲家 江口夜詩
日本昭和音楽村 江口夜詩記念館 の紹介と激動の昭和史を流行歌と共にたどった、
日本昭和音楽村オリジナルビデオを上映します。

1月7日（土）〜2月26日（日）

1月28日（土）〜2月19日（日）
第32回ジュニア油絵展
大垣市スイトピアセンター
2月4日（土）〜2月5日（日）
市民創作ミュージカル「お庵さま」

大垣市民会館
大垣市郷土館 企画展
「鳥獣や魚を描いた画展」

事業内容

県内から公募した小学生から20歳までの油
絵作品を展示します。

西濃近隣に在住・在勤・在学の方による市
民創作音楽劇です。

2月19日（日）〜4月8日（日）
鳥獣や魚を描いた絵画を展示します。
大垣市郷土館

2月24日（金）〜4月15日（日）
大
守屋多々志美術館 第45回企画展
日本画家 守屋多々志氏の作品・資料を展
垣
「花とよそおい 守屋多々志」
示します。
市
大垣市守屋多々志美術館
日本国際ポスター美術館所蔵
ポスター展2012

守屋多々志美術館 特別展示
「扇面芭蕉と船町−守屋多々志−」

大垣まつり

3月3日（土）〜3月25日（日）
大垣市スイトピアセンター
4月19日（木）〜7月1日（日）
大垣市守屋多々志美術館

日本画家 守屋多々志氏の作品・資料を展
示します。

5月12日（土）〜5月13日（日） 360年余の伝統を誇り、11両のやまが大垣八
幡神社を中心に祭囃子を響かせて巡行し、
大垣八幡神社周辺
華麗な元禄絵巻を繰り広げます。
大垣駅通り 他

守屋多々志美術館 第46回企画展 7月7日（土）〜9月9日（日）
「平清盛と源平の時代 守屋が
描く合戦絵巻」
大垣市守屋多々志美術館
平成24年7月上旬〜1月下旬
文化フェスティバル
大垣市スイトピアセンター
大垣市郷土館 所蔵品展
「岩越雪峰と大野百錬展」

日本国際ポスター美術館所蔵のポスターを
展示します。

日本画家 守屋多々志氏の作品・資料を展
示します。

日本舞踊・邦楽・美術展・いけばな展・合
唱・吹奏楽・詩吟等の公演・展覧会等を開
催します。

9月1日（土）〜10月14日（日）（予定）

郷土館所蔵の作品展覧会です。
大垣市郷土館
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名

守屋多々志美術館
生誕100年記念展
「守屋多々志の世界」

期

日

会

場

9月14日（金）〜10月21日（日）
大垣市守屋多々志美術館
大垣市スイトピアセンター
10月上旬〜11月中旬

大垣市芸術祭
大垣市スイトピアセンター
10月21日（日）
芭蕉蛤塚忌全国俳句大会
奥の細道むすびの地周辺

大
垣
市
大垣市郷土館 所蔵品展
「戸田良直・道子夫妻の日本画」

事業内容

日本画家 守屋多々志氏の作品・資料を展
示します。

洋楽演奏会・邦楽・邦舞・洋舞・拓木展・
いけばな展・名石展・市民茶会・美術展・
文芸祭等を開催します。
俳聖・松尾芭蕉ゆかりの「奥の細道むすびの地」
を全国にＰＲし、新たな文化活動の創造を願い、
芭蕉翁を顕彰する「芭蕉蛤塚忌」と、全国から募
集した俳句を表彰する「全国俳句大会」を開催し
ます。

10月20日（土）〜12月16日（日）（予定）

郷土館所蔵の作品展覧会です。
大垣市郷土館

守屋多々志美術館 第47回企画展 10月26日（金）〜12月24日（月・祝）
日本画家 守屋多々志氏の作品・資料を展
「若き日の夢−守屋多々志の修
示します。
業時代−」
大垣市守屋多々志美術館
11月11日（日）
第9回東西全国俳句相撲
大垣市スイトピアセンター
海
津 海津市文化展
市
養
老 養老町文化フェスティバル
町

10月27日（土）〜10月28日（日） 海津市主催による文化活動の振興と向上を
図ることを目的とし、日頃の活動成果を発
表する場として文化展を開催します。文化
海津市文化センター
教室作品を展示します。
10月28日（日）〜11月18日（日）（予定）

養老町中央公民館

他

7月21日（土）〜10月14日（日）
国体開催記念「垂井とスポーツ」

タルイピアセンター

垂
井
町

9月〜10月

2回（予定）

垂井町文化講演会
垂井町文化会館
ヶ

関
原
町

10月20日（土）〜10月21日（日）（予定）

関ヶ原合戦祭り2012

神戸町日比野五鳳記念美術館
「春季展」

神
戸 第55回神戸町文化祭
町

神戸町日比野五鳳記念美術館
「秋季展」

東西文化の接点として、日本の真ん中に位置する
大垣市を会場に、小学生から大人までの幅広い出
場者を募り、俳句エンターテイメントともいえる
演出による、俳句の東西相撲です。

関ヶ原ふれあいセンター周辺
笹尾山周辺

美術展、菊花大会、吹奏楽祭、華道展、お
茶会、合唱祭を行います。

国体開催に合わせ、館蔵品の中から、ス
ポーツに関する資料を紹介します。
著名人の講演会を開催し、より豊かな生き
がいと潤いを求め、自己を磨き、自己の確
立を目指した質の高い学習の場を提供しま
す。
天下分け目の合戦の舞台として、あまりに
も有名な関ヶ原です。関ヶ原は戦国の聖地
であり、全国の戦国ファンが集い交流する
場として、関ヶ原合戦祭りを開催します。

4月28日（土）〜5月28日（月）
日比野五鳳氏（書家）の作品を展示します。

神戸町日比野五鳳記念美術館
11月3日（土・祝）〜11月4日（日）

神戸町中央公民館
神戸町民体育館

学習発表会、作品発表会、チャリティーバ
ザーを行います。

11月（予定）
日比野五鳳氏（書家）の作品を展示します。

神戸町日比野五鳳記念美術館
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4月7日（土）
第11回千本桜まつり
輪之内町文化会館周辺

事業内容
住民でつくり上げるステージ・バザー、桜
フォトコンテスト、輪之内町役場西側の中
江川桜ライトアップ（4月1日〜10日）を行
います。

6月17日（日）
第4回あじさいまつり2012

輪
之
石垣島の貝殻展
内
町

輪中堤のあじさいと田んぼアート鑑賞を行
輪之内町本戸地区たいしょう池 います。
（輪中堤沿い）
7月18日(水)〜7月29日(日)
輪之内町立図書館
7月21日（土）

第15回夏休み人形劇まつり
輪之内町文化会館
8月4日（土）
第25回輪之内納涼ふるさとまつり

輪之内町商工会館前駐車場
（雨天：輪之内中学校体育館）

ハートの形のハート貝、天使の羽の形のテ
ンシノツバサなど石垣島の貝殻を展示し、
きれいな水の大切さを伝えます。

輪之内町読書サークルによる大型絵本、人
形劇団わっふるによる人形劇を行います。

郡上おはやしクラブによる郡上おどり講習
会と盆踊り、かき氷・そうめんの無料サー
ビス、バザーを行います。

1月4日（水）〜2月5日（日）
町民のお宝「干支

辰

」展

町民の方々が所蔵しているお宝のうち、平
成24年の干支である「辰」を展示します。
ハートピア安八 歴史民俗資料館 （掛け軸、額、置き物など）

2月9日（木）〜3月25日（日）
安
企画展
八
「脇坂文助と木曽三川大改修」
町
ハートピア安八 歴史民俗資料館

脇坂文助は、20歳頃から私財で輪中堤防の
建設を行うなど、明治の木曽三川の改修運
動に尽力しました。パネルなどにより展示
します。

全国を放浪しながら絵を描いた蓑虫山人。
彼の作品のうち、歴史民俗資料館の所蔵品
を公開します。掛軸、額などを展示しま
ハートピア安八 歴史民俗資料館 す。

7月13日（金）〜10月21日（日）（予定）

企画展「〜館蔵〜蓑虫山人」

2月18日（土）
豊年祈願祭

旧名鉄谷汲駅前広場
揖斐川町営駐車場
谷汲山華厳寺仁王門前

4月8日（日）
谷汲さくらまつり
町営谷汲門前駐車場

揖
斐
川
町

桂古代踊り

4月8日（日）、8月23日（木）
9月14日（金）
桂八幡神社ほか
4月29日（日）

東津汲鎌倉踊
東津汲

白髭神社

毎年2月18日、西国33番満願霊場の谷汲山華
厳寺で奉納されます。江戸時代は、農民の
雨乞い、現在は豊年祈願の踊りとして800年
前より伝わる武者踊りです。
岐阜県重要文化財の「谷汲踊」の上演、地
元芸能披露、町の特産品を販売する「ふれ
愛市」を開催します。
650年前、土岐氏が揖斐城を築き、桂に館を建て
て住み、桂千軒といわれる程栄えた頃、武将たち
が戦勝を祝い、士気を鼓舞するために踊ったのが
始まりと伝えられている勇壮な踊りです。
鎌倉踊りは、源氏が平家を滅ぼしたときに、戦勝
を祝って踊ったものと伝えられています。また、
一説には、関ヶ原の戦いに破れた西軍の武士がこ
の地に落ちのび、平和を祈願する踊りとして村人
に伝えたものであるとも言われています。

5月4日（金･祝）〜5月5日（土・祝） 岐阜県有形重要民俗文化財の五輌の芸やま

揖斐祭り
三輪神社周辺

千有余年にわたり語り継がれる雨乞い伝説
の「夜叉ヶ池」にまつわる龍神道中舞と、
特設会場での物産販売やステージイベント
坂内遊らんど駐車場 が行われます。

7月21日（土）
夜叉ケ池伝説道中まつり
特設会場

は豪華絢爛であり、地元小学生による子ど
も歌舞伎が演じられます。
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8月上旬（予定）
いびがわの祭り
揖斐川河川敷

他

8月15日（水）
三倉の太鼓踊
三倉

春日

太鼓踊り

峯神社

8月16日（木）〜11月10日（土） 揖斐川町春日上ケ流、下ケ流、寺本、種
本、中瀬、川合地区で伝承されている太鼓
踊りです。

伝統芸能フェスティバル
揖斐川町中央公民館
9月22日（土・祝）
川上ほうろ踊り
八幡神社
9月16日(日）
白樫踊
白樫神社、光蓮寺

アートいびがわ2012

谷汲・横蔵寺もみじまつり

谷汲：11月11日（日）
横蔵：11月18日（日）
谷汲：町営谷汲門前駐車場
横蔵：横蔵寺駐車場
5月19日（土）〜5月20日（日）
大野町バラ公園
9月2日（日）

第26回ジュニア文化祭
大野町総合町民センター
5月下旬（予定）
池
田 花咲まつり「池坊いけばな展」
町
池田町中央公民館
発掘速報展
発掘された飛騨・美濃の歴史

関 古式日本刀鍛錬打ち初め式・仕
市 事始め式

日本自然科学写真協会写真展
自然を楽しむ科学の眼2011‑2012

町内各地域に伝承されている太鼓踊りなど
の伝統芸能を披露します。
踊りは、鉦打ちとともに最も勇壮であり、側の衆
の歌の返しも活気に満ちています。神還幸の道中
と宮入りの練り、神の庭での奉納踊りは、全て古
式を伝えますが、同時に唱歌律調には、時代即応
の変化がうかがえます。
昔、大旱魃で田畑の水が枯れたときに、白樫の村
上山の中腹の、踊り小場と称する所で、脛永の法
幢寺が7日間、夜叉ヶ池と古鹿ヶ池に雨乞い祈願
をされたご利益によって、恵みの雨が降り続いた
といいます。そのお礼として奉納した踊りです。

10月26日（金）〜10月28日（日） 文化協会所属団体の各部門が一丸となって
美術展、生活文化展、文芸展、オペレッタ
（舞台発表）を開催します。
揖斐川町中央公民館

バラまつり大野2012
大
野
町

揖斐川町に伝わる「かっぱ伝説」と、川の安全を
祈願する「水神まつり」を基に、毎年8月に開催
されます。祭り会場ではバザーや民踊の流し踊り
が行われるほか、「ありがとう花火」が盛大に打
ち上げられます。
鎌倉時代に始まったと言われ、源氏の武将たちが
戦の出陣やあるいは戦に勝利したときの祝いに踊
られたものと伝えられています。その他に、氏神
の祭りや、祝い事、また、干魃の時には雨乞い踊
りとしても踊られたようです。

地蔵堂、六社神社、愛宕神社
雷公神社、津島神社、白山神社
白髭神社、熊野神社

8月25日（土）
揖
斐
川
町

事業内容

11月15日（火）〜平成24年1月15日（日）

岐阜県博物館
1月2日（月・祝）
春日神社及び関鍛治伝承館

谷汲では「谷汲踊」のほか様々なイベント
や特産販売。横蔵では伝統芸能の披露や特
産販売を行います。

バラ公園でのイベントを行います。（バラ
苗販売、鼓笛隊演奏、物産展）
地域の伝統芸能の継承活動や、伝統音楽、
その他文化芸術活動に参加している青少年
(小・中・高校生)による演奏・演技を行い
ます。
国体・大会をテーマにした生け花を展示し
ます。また、花咲の会会員によるワーク
ショップ、呈茶を行います。

最近発掘された県内の埋蔵文化財を展示し
ます。

古式日本刀鍛錬打ち始め式、研師・鞘師・
白銀師・柄巻師の仕事始め式、福引きを行
います。

2月11日（土・祝）〜3月25日（日） 撮影された動植物・水中・気象・地形・顕

岐阜県博物館

微鏡写真などを、当館の実物資料を交えな
がら紹介します。
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事業内容

資料紹介展
雲の上のお花畑
〜岐阜県の高山植物〜

4月14日（土）〜6月17日（日） 岐阜県の飛騨地方には3000ｍ級の数々の山
が存在します。そこで生育する高山植物に
ついて紹介します。
岐阜県博物館

特別展
ジオペディアぎふ

7月6日（金）〜9月2日（日）

〜岐阜の大地から地球史を探る〜

特別展
飛騨・美濃の信仰と造形
−古代・中世の遺産−

岐阜県の多様な地質学的資料を取り上げ、太古か
ら現在までの地球史を探ります。この特別展を通
して、地球の過去を理解し、現在の地球の成り立
ちを把握し、そして地球の未来を展望する観点を
岐阜県博物館
紹介します。
岐阜県における神道・仏教に関する文化財を展示
9月21日（金）〜10月28日（日） し、古代・中世の文化財に込められた祈りについ
て考え、往時の人々の精神に実物から迫ります。
地域ごとの特色をあぶり出しつつ、信仰と造形を
岐阜県博物館
紹介します。

9月21日（金）〜11月4日（日）
特別展
関
岐阜、染と織の匠たち 人間国宝
市
三人展
岐阜県博物館

岐阜県出身の人間国宝である染織家3人、山田貢
（友禅）と宗廣力三（紬縞織・絣織）、そして、
2010年に新たに認定された土屋順紀（紋紗）の代
表作が一堂に会する初の展覧会です。
刃物大廉売市、関市・友好市町村観光物産展、春

10月13日（土）〜10月14日（日） 日神社宝物展、古式日本刀鍛錬一般公開、刀剣研

第45回関市刃物まつり

磨外装技術一般公開、刀剣展、関アウトドアズナ

本町通りを中心とした関市一円 イフショー2012、包丁研ぎ、居合道実演、剣道大
会、ステージイベントなどを行います。

10月24日(水)〜10月28日(日)
第62回関市美術展
関市文化会館

美術作品を展示します。（日本画、洋画、
彫刻・彫塑、工芸、写真、書道、デザイ
ン、華道）
長良川の渡船場（芥見の渡し）に隣接した中世の

発掘速報展
発掘された飛騨・美濃の歴史

平成24年11月17日（土）〜2月3日（日） 建物跡などが確認された岐阜市芥見町屋遺跡、小

岐阜県博物館
4月1日（日）〜4月23日（月）

2012全国和紙画作家選抜展
美濃和紙の里会館

川のほとりで古代の土器がまとまって見つかった
高山市与島Ｂ地点遺跡・与島Ｃ地点遺跡などを紹
介します。

全国選りすぐりの和紙画作家による作品展
です。
『花みこし』『山車』『流し仁輪加』の3部から

4月14日（土）〜4月15日（日） 成り立つ八幡神社の祭礼。土曜日には、30余基の
美濃まつり
八幡神社、美濃市街地

花みこしが市内を練りまわります。また、日曜日
には6輌の山車と練り物の行列、両日の夕暮れか
らは美濃流し仁輪加が行われます。

4月26日（木）〜6月11日（月）
和紙に込めた光たち

和紙スイーツと光の切り絵のコラボ展です。

美濃和紙の里会館
美
濃 和紙の見本市展
市

6月14日（木）〜7月16日（月・祝）

全国和紙産地の和紙製品を一堂に紹介します。

美濃和紙の里会館
7月19日（木）〜9月10日（月）

ダンボールアート展

岡村剛一郎氏によるダンボールアート展です。

美濃和紙の里会館
8月1日（水）
美濃市中日花火大会
長良川河畔

山々に囲まれている河畔で行われるため音
が反響し、迫力のある大会となります。ま
た、告白花火やカウント花火といった参加
型の花火があるのも特徴の一つです。

9月13日（木）〜10月5日（金）
絵手紙展

絵手紙作家と商工会議所の絵手紙展です。
美濃和紙の里会館
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10月10日（水）〜12月3日（月）
2012公募第25回全国和紙画展
美濃和紙の里会館

事業内容

全国から公募された和紙画の優秀作品を展
示します。
美濃和紙を使ったあかりのオブジェを全国募集

10月20日（土）〜10月21日（日） し、重要伝統的建造物群保存地区に指定されてい

美濃和紙あかりアート展
うだつの上がる町並み
美
濃 あかりの町並み〜美濃〜
市

11月1日（木）〜12月25日（火）（予定）

うだつの上がる町並み
11月18日（日）

第57回美濃市芸能大会
美濃市文化会館
平成24年12月6日（木）〜1月14日（月）

美濃・紙の芸術村2012作品展
美濃和紙の里会館

る『うだつの上がる町並み』全体を会場として展
示し、コンテストをします。コンサートなども行
われます。

うだつの上がる町並みに、美濃和紙あかり
アート展より選ばれた作品を展示します。
市内で活動している芸能団体が一堂に会
し、詩吟、箏曲、舞踊、民謡、民舞踊、ダ
ンスなど、日頃の研鑽の成果を発表しま
す。
美濃市で実施しているアーティスト・イ
ン・レジデンス事業「美濃・紙の芸術村」
に招へいし、3ヶ月滞在した芸術家の成果を
発表する展示会です。
津田が歴史学と思想史に与えた影響を知ること

12月17日（土）〜平成24年3月4日（日） で、私たちが現在、何を学びとるべきかを探って

没後50年 津田左右吉を改めて問う 展

みのかも文化の森
高橋余一「生活絵巻」展
−暮らしのありかを思い出す−

4月14日（土）〜6月3日（日）
美濃加茂市民ミュージアム
5月19日（土）

みのかもダンスフェスタVOL．5
美濃加茂市文化会館
7月22日（日）

いきます。あわせて、津田が見たであろう風景や
関わった人々などを追い、これまであまり知られ
ていなかった津田の人間像を紹介します。

明治期から昭和期にかけて加茂郡古井村
（大正13年からは古井町、現・美濃加茂
市）に暮らした人々の日常をシンプルな画
風で描いた高橋余一の作品を展示します。
地元で活動するダンス愛好家を対象に、発
表の場を提供するとともに、ダンスの普及
や向上を目指すことを目的に実施します。
地元で活動する軽音バンドをターゲット
に、発表の場を提供するとともに複数のバ
ンドが交流し、地域の音楽文化の普及や活
性化を目指すことを目的に実施します。

美 みのかもバンドフェスタVOL．5
美濃加茂市文化会館
濃
加
茂
7月28日（土）〜8月26日（日）
いろいろな子どもの遊びとそれにまつわる
市 「あそぶ」展
玩具などを紹介します。
美濃加茂市民ミュージアム
8月18日（土）
花火、太鼓の演奏等を行います。

おん祭ＭＩＮＯＫＡＭＯ2012夏の陣

木曽川緑地ライン公園

現代美術展

9月16日（日）〜10月21日（日） 自然をテーマとした現代美術の展覧会で
す。今年度は大阪府在住の画家・押江千衣
子の作品を展覧します。あわせてワーク
美濃加茂市民ミュージアム
ショップも行います。
10月21日（日）
姫道中（行列）などを行います。

おん祭ＭＩＮＯＫＡＭＯ2012秋の陣

中山道太田宿近辺
可
児 新春まつり
市

１月7日（土）〜1月8日（日）
花フェスタ記念公園

焼き芋販売、凧揚げ教室、和太鼓の演奏、
ジャズのコンサートなど、親子で楽しめる
新春らしいイベントが盛りだくさんです。

会
場
地

事

業

名

ロサ バレンタイン
「恋人たちに捧げるバラ写真展」

可児市政30周年記念事業
君といた夏
〜スタンドバイミー可児〜

可
児
市

可児市政30周年記念事業
ベートーヴェン「第九」演奏会

可児市少年少女合唱団
第23回定期演奏会

期

日

会

場

事業内容

1月21日（土）〜2月19日（日）
花フェスタ記念公園
5月6日（日）

市政30周年を記念して市民ミュージカルを
制作、公演します。

可児市文化創造センター
7月29日（日）

市政30周年及び可児市文化創造センター開
館10周年を記念して、市民参加による「第
九」演奏会を開催します。

可児市文化創造センター
9月1日（土）

可児市少年少女合唱団第23回定期演奏会を
開催します。（組曲、合唱ミュージカル
等）

可児市文化創造センター
9月30日（日）

岐阜県地歌舞伎保存振興協議会が実行委員
会を組織し、各地域持ち回りで開催しま
す。

第20回飛騨・美濃歌舞伎大会
可児市文化創造センター
平成24年度
岐阜県高等学校総合文化祭
（総合開会式含む）

9月〜12月9日（日）（予定）
総合開会式：10月14日（日）
可児市文化創造センター

他

8月7日（火）
薪能くるす桜
明建神社

郡
上
市

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会
開催記念特別展示

バレンタインに纏わる名前のバラをピック
アップして、写真とパネルで紹介します。

県内文化系部活動（高文連所属16部会）所
属生徒の1年間における成果・研究成果の発
表を行います。
昭和63年に改作のうえ復曲された古今伝授
の祖・東常縁に取材した地元ゆかりの能
「くるす桜」(常縁)のほか能、狂言などを
奉納します。

9月5日（水）〜11月12日（月）
文化財特別展示を行います。
白山文化博物館
9月29日（土）〜10月15日（月）（予定）

岐阜県地理唱歌パネル展
道の駅（予定）

郷土愛の醸成に向け1901年に著された地理
唱歌を展示します。

歌人30数名と造形作家30数名とがペアを組み､短
歌から得られる発想を彫刻、インスタレーショ
ン、絵画、書などで表現する歌と造形のコラボ
古今伝授の里フィールドミュージアム レーション。秋の1ヵ月半ほど､野外、屋内を織り
交ぜて作品を設置します。

10月上旬〜11月中旬（予定）

歌となる言葉とかたち展2012

坂
祝 さかほぎ祭り2012
町

7月28日（土）

まつり会場内において、バザーを開催しま
す。夜には、花火大会を開催します。（約
木曽川堤防上（日本ラインロマ 6000発）
ンチック街道）
6月24日（日）

第19回ふれあいオン・ステージ
タウンホールとみか
富 富加町郷土資料館特別展
加 「みなさんからの寄贈資料
〜新寄贈資料展」
町

第33回富加町民まつり
（文化部門展示）

7月14日（土）〜9月9日（日）
富加町郷土資料館

富加町を中心に活動する各種芸能文化団体
が、和太鼓や三味線、バレエ、民踊、大正
琴、レクリエーションダンス、合唱などを
発表します。
富加町民から寄贈、寄託して頂いた歴史・
民俗資料を展示し、紹介します。

11月17日（土）〜11月18日（日） 富加町を中心に活動する、盆栽、絵画、
書、写真等の団体又は個人の作品を展示し
ます。
タウンホールとみか
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8月11日（土）
川
辺 リバーサイドフェスティバル川辺
川辺町役場前駐車場
町
飛騨川ダム湖
いこ舞ひちそう夏祭り

8月25日（土）
〔雨天:8月26日（日）〕
七宗町体育館周辺
9月30日（日）

七
宗 文化のつどい
町

神渕公民館

事業内容
飛騨川ダム湖に打ち上げ用の筏を浮かべ、約3000
発の花火を打ち上げます。特に、水面で花開く水
中スターマインは圧巻の迫力です。また同時に開
催する川辺おどりは、ミニ商店街などの催しがあ
り、町の夏の一大イベントです。

打ち上げ花火、バザー、アトラクションを
行います。
文化団体相互の連携と融和を図り、明るく
潤いある文化の振興に寄与することを目的
に、文化展及び芸能のつどいを開催しま
す。

10月28日（日）
おいでよふる里まつり2012

ステージショー、バザーを行います。
七宗町体育館周辺
7月29日（日）〜8月5日（日）

八
百
津
町

杉原ウィーク2012

人道の丘公園
八百津町ファミリーセンター
9月1日（土）

筑前琵琶演奏会
人道の丘公園

当町出身の外交官、故杉原千畝氏の功績を称え、
人道の丘公園の野外ステージで「星空コンサー
ト」を開催するとともに、町ファミリーセンター
において世界平和への思いが込められた「短歌大
会」作品展を開催します。

当町在住の筑前琵琶演奏者、田中旭泉さん
による演奏会です。夜空に瞬く星の下でか
がり火をたきながら幻想的な雰囲気の中で
演奏されます。

5月20日（日）
東座ふれあい公演

地歌舞伎公演会を開催します。
東座
7月14日（土）〜7月16日（月・祝）

パイプオルガン入門講座
白川町町民会館

パイプオルガン演奏者の指導及び育成、受
講生コンサートを実施します。

8月29日（水）
パイプオルガンコンサート
白
川
町

パイプオルガン演奏会を実施します。
白川町町民会館

第28回白川・イタリアオルガン
音楽アカデミー

8月29日（水）〜9月5日（水）
白川町町民会館

パイプオルガンを通じた友好都市イタリア
ピストイア市との共催事業です。パイプオ
ルガン演奏者の育成及び受講生コンサート
を実施します。

10月（予定）
写真の審査・表彰・公開を行います。

第21回美濃白川フォトコンテスト

白川町町民会館
第15回パイプオルガンとみんな
で歌おう

12月22日（土）
白川町町民会館

パイプオルガンの演奏に合わせた歌による
交流会です。

5月3日（木・祝）
東
白
川
村

つちのこフェスタ

12

つちのこ捜索イベントを行います。
中川原水辺公園
8月14日（火）

東白川夏まつり

盆踊りを行います。
中川原水辺公園

会
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会

場

東
白
東白川村郷土歌舞伎公演
川
村

9月16日（日）

御
嵩 第17回よってりゃあみたけ
町

8月4日（土）

事業内容

郷土歌舞伎を公演します。
はなのき会館
おどりの広場、花火、夜店屋台、陶芸灯籠
あかり展、その他各種イベント・アトラク
名鉄御嵩駅、中山道御嶽宿周辺 ションを行います。
11月12日（土）〜平成24年2月12日（日）

アラビア×フィンランド陶芸
岐阜県現代陶芸美術館
12月10日（土）〜平成24年3月25日（日）

岐阜県陶磁器試験場の100年展
岐阜県現代陶芸美術館

県セラミックス研究所（旧県陶磁器試験場）は、
設置されてから100周年を迎えます。1世紀に及ぶ
その足跡について、優れた指導者らの試作品や参
考品などを通じて紹介します。

3組のダンサーによる作品と、地域のみなさ
んに各ダンサーが振付した作品の、全6作品
を一挙上演します。ダンサーと多治見人が
踊るスペシャルな公演です。

1月22日（日）
灼熱オドリタイム2012
多治見市文化会館
2月21日（火）〜7月1日（日）
井田照一展

北欧を代表する名窯アラビア。アラビアの
あゆみを展観すると共に、フィンランド陶
芸・日本陶芸の関係性について紹介しま
す。

−土に挑む−
岐阜県現代陶芸美術館
4月7日（土）〜4月8日（日）

現代美術作家として活躍した井田照一（1941−
2006）は、1980年代から晩年にかけて、土を使っ
た陶の作品を手掛けました。この展覧会では、土
による作品、約50点を通じて、氏の斬新な芸術を
紹介します。

本町オリベストリートを主会場とした地元
陶販業者・窯元による美濃焼大廉売市と、
イベント・アトラクションを開催します。

第60回多治見陶器まつり
本町オリベストリート周辺

「ポップ」では、造形や表現の点でポップな感覚

特別展
多 「ポップ」・「命を抱いて」
治
見
市 第66回岐阜県美術展
多治見移動展

4月21日（土）〜8月19日（日） の作品を取り上げます。「命を抱いて」では、な
ま(生)の時に柔らかく、焼けば硬くなる土の性質
を生かした、抽象的なのにどこか生き物を思わせ
る作品を紹介します。
一般部・青年部・少年部を同時開催します。
一般部は入賞作品のほか、東濃地域在住者の佳
作・入選作品、東濃地域在住の審査員・委嘱作家
の作品を展示します。青年部・少年部は東濃地区
の入選・入賞作品を展示します。

岐阜県現代陶芸美術館
7月14日(土)〜7月22日(日)
岐阜県現代陶芸美術館
7月29日（日）

市制記念日を祝賀して、花火大会を実施し
ます。

多治見市制記念花火大会
土岐川河畔
特別展
「岐阜県ゆかりの人間国宝」
−美濃陶芸の系譜−

ＭＩＮＯ ＣＥＲＡＭＩＣＳ
ＮＯＷ Ｐａｒｔ２

8月4日（土）〜12月24日（火・祝）

岐阜県現代陶芸美術館
9月1日（土）〜11月11日（日）

岐阜県現代陶芸美術館

岐阜県にゆかりのある「人間国宝」の作品
を現役・物故者ともに紹介します。

2004年の開催に続き、岐阜県下で活動する
陶芸家や陶磁器デザイナーを紹介する展覧
会です。

10月6日（土）〜10月8日（月・祝） 「美濃焼の里多治見」をＰＲするイベント

第2回美濃焼祭
ＪＲ多治見駅南北自由通路

を多治見駅南北自由通路、多治見駅南駅前
他 広場を中心に実施します。

10月7日（日）〜10月8日（月・祝） 美濃焼陶磁器大廉売市と、各企業のショー

第35回たじみ茶碗まつり
多治見美濃焼卸センター

ルームや倉庫を解放して行う蔵出しセー
ル、各種イベントを開催します。
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11月3日（土・祝）
第42回多治見まつり
多
治
見
市 小早川コレクション
麗しのマイセン人形

多治見市中心市街地
平成24年11月23日（金・祝）
〜5月6日（月･祝）
岐阜県現代陶芸美術館

事業内容
多治見国長公を中心とした武者行列を中心に、ブ
ラスバンドの演奏や仮装、みこし、踊りのチーム
などが参加し、各チーム独自のパフォーマンスで
市内中心市街地約3.5kmをパレードします。

マイセン窯の作品の中でもマイセン人形に
特化した展覧会です。豊かな表情と精巧な
作りの作品を一堂に紹介します。

第16回岐阜県民文化祭・ぎふ文 2月25日（土）〜2月26日（日）
岐阜県中津川市に伝わる『昔話』を題材に
化の祭典
創作したオペラを公演します。
第4回ひだ・みの創作オペラ
東美濃ふれあいセンター
「山のしずく」
東濃歌舞伎中津川保存会
第60回吉例歌舞伎大会

3月4日（日）
東美濃ふれあいセンター
3月25日（日）

第18回常磐座歌舞伎保存会定期公演

常磐座
4月15日（日）
ひるかわ杵振り祭
安弘見神社

つけち森林の市

中
津
川
市

春・秋の中山道まつり

地域独特の芸題や、地元を題材としたオリジナル
芸題の復活に取り組むなど、活発に活動している
東濃歌舞伎中津川保存会が、昭和27年の第1回か
ら毎年途切れることなく行っている公演会です。

福岡地域の伝統芸能である「常磐座歌舞
伎」を保存及び継承し、地域の文化価値を
周知するために公演会を開催します。
安弘見神社の例大祭です。五穀豊穣を願って奉納
される杵振踊りは、岐阜県の重要無形民俗文化財
に指定されています。囃子に合わせ杵を操り、約
2kmの道のりを神社を目指して練り歩きます。

中津川市付知町は、700年来、伊勢神宮式年遷宮
5月3日（木・祝）〜5月5日（土・祝） の折々に良質の檜を納めてきた、歴史ある木材の
産地「御神木の里」です。その木材を扱う業者が
「道の駅花街道付知」イベント広場 年に一度集まり、広く「木」を紹介するイベント
です。
春には子ども中心のイベント、地域と交流しなが
5月6日（日）、11月4日（日） ら楽しめるイベントが開催されます。秋にはアー
トクラフト、フリーマーケット、音楽イベント、
ダンスなどの郷土芸能を披露するなど、多彩なイ
中心市街地一帯
ベントが開催されます。

5月26日（土）〜6月3日（日）
第6回前田青邨記念大賞展
東美濃ふれあいセンター
5月〜8月上旬
石彫のつどい
蛭川地内、石材工場

中津川市出身の日本画家である前田青邨の
功績を顕彰し、日本画の創作活動を奨励す
ることを目的とした「日本画公募展前田青
邨記念大賞」を、隔年で開催しています。
地元の石材業者と作家がペアになり共同制
作を行います。「蛭川みかげ石」を使い、
レスリング競技会場（中津川市）に「記念
モニュメント」を制作設置予定です。

6月22日（金）〜6月26日（火） 文化協会に所属する団体が、日頃の活動の
成果を発表する場で、芸能、音楽部門の
「ステージ部門発表会」と創作活動の発表
中津川文化会館、にぎわいプラザ である「美術展」を行います。

総合文化祭

納涼花火大会では、特大スターマインをはじめと

8月12日（日）〜8月13日（月） する約1500発の花火が中津川の夜を鮮やかに彩り
中山道中津川

おいでん祭

中津川河畔（桃山付近）
中津川市街地
9月2日（日）（予定）

第40回加子母歌舞伎大公演会
明治座
10月14日（日）
花馬祭り
坂下地区

ます。本祭りでは、オープニングパレード、太鼓
饗宴に続き、風流おどり、各企業による創作みこ
しの練り歩きなどが行われます。

加子母地域の伝統芸能である「加子母歌舞
伎」を保存及び継承し、地域の文化価値を
周知するために公演会を開催します。
800年以上前からの伝統行事。3地区から各1
頭の花馬が稚児と囃子方に先導され地区内
を練り歩き、坂下神社にて勇壮な『花取
り』を行う、木曽義仲ゆかりの祭りです。
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10月21日（日）（予定）
第22回蛭川歌舞伎公演
蛭子座
平成24年度
中山道中津川ふるさとじまん祭

東美濃ふれあいセンター
10月28日（日）
馬籠ふれあい広場
11月3日（土・祝）
常磐座
11月上旬（日）（予定）

夕森もみじまつり
夕森公園
中
津
第45回吉例坂下歌舞伎公演
川
市

11月11日（日）
坂下公民館
11月25日（日）（予定）

第12回岐阜県獅子芝居公演
明治座
11月下旬〜12月上旬（予定）
第61回中津川市民展
にぎわいプラザ（予定）
12月9日（日）（予定）
第38回東濃歌舞伎大会
東美濃ふれあいセンター
12月上旬
シクラメン・そば祭り
阿木地内、中の島公園
毎月第一日曜日（1月を除く）
中津川中山道六斎市
中心市街地一帯
4月8日（日）〜5月6日（日）
企画展

瑞浪陶芸協会作品展
瑞浪市陶磁資料館

瑞 企画展
浪 「中馬街道筋のやきもの」
市 −陶町の窯業とその周辺−

蛭川地域の伝統芸能である「蛭川歌舞伎」
を保存及び継承し、地域の文化価値を周知
するために公演会を開催します。

10月26日（金）〜10月28日（日） 『中津川の栗きんとん』など中津川銘菓の割引販

ふるさと馬籠ごへー祭り

第17回
岐阜県文楽・能大会なかつ川2012

事業内容

5月20日（日）〜7月22日（日）
瑞浪市陶磁資料館

売、中津川各地域の特産品を集めた観光物産展、
中津川菓子組合手づくりの「栗ぜんざい」を無料
サービス（先着順）等のイベントを開催します。

中津川市山口地区の町内会を始めとした各
団体が、それぞれの味付けを行い、ごへー
もちを販売します。
県内の4保存会〔恵那文楽保存会・付知町翁舞保
存会（中津川市）、真桑文楽保存会（本巣市）、
室原文楽保存会（養老町）〕が連携し、それぞれ
の地域で受け継がれている文楽を熱演します。

ウォークラリー、ふるさと物産バザー、太
鼓演奏等、各種イベントを行います。

昔から地域で継承されてきた地歌舞伎を発
表します。
県内の獅子芝居協議会加盟団体が連携し、
獅子芝居の魅力を発信するため、それぞれ
の地域で保存・継承されている獅子芝居を
熱演します。
日頃から美術創造活動に取り組まれている
方の作品を展示します。（洋画、日本画、
彫刻、書、工芸、写真、版画）
地歌舞伎が盛んな東濃地方には、15歌舞伎
保存会が活動しており、地域に根付く地歌
舞伎の魅力を披露します。

阿木産のシクラメン、新そば、新鮮野菜、
果物、お菓子などの即売を行います。
中山道中津川宿内の本町から新町地区の一
帯を歩行者天国とし、農作物や特産品など
の販売やバザー、親子で楽しめる各種イベ
ント、郷土芸能の披露などを開催します。
瑞浪陶芸協会員の作品を展示します。ま
た、期間中、瑞浪市華道連盟と協賛して協
会員の作品に花を生けてもらう「華と器
展」も併せて開催します。
瑞浪市内に所在する桃山〜江戸時代の窯跡
とその出土遺物等を展示します。

7月1日（日）〜11月27日（火）
特別展
1700万年前の化石を展示します。
「デスモスチルスのいた水辺」
（仮称）
瑞浪市化石博物館

会
場
地

事

業

名

企画展
「やきもの動物園」
−資料館に住む動物たち−

期

日

会

場

7月29日（日）〜10月3日（水） 動物をモチーフとした絵柄の器、また置き
物など、主に江戸時代から現代のやきもの
を展示します。
瑞浪市陶磁資料館
8月26日（日）

納涼歌舞伎
相生座
9月中旬〜10月中旬（予定）
企画展「伊藤文生展」（仮称）
瑞浪市市之瀬美術館
10月5日（金）

瑞
浪 敬老歌舞伎
市

事業内容

相生座
10月27日（土）〜10月28日（日）（予定）

第31回中央公民館文化祭
瑞浪市総合文化センター
10月28日（日）
半原文楽の日
半原公民館

相生座にて、相生座・美濃歌舞伎保存会が
地歌舞伎を上演します。

伊藤文生氏の水彩画や下絵などを展示しま
す。

相生座にて、相生座・美濃歌舞伎保存会が
地歌舞伎を上演します。
市内で活動をしている団体の成果の発表の
場です。展示の部では書や陶芸、写真等の
サークルの展示、芸能の部ではダンスや朗
読、演奏、軽音楽の発表を行います。
半原公民館にて、半原操り人形浄瑠璃保存
会が文楽を披露します。

11月3日（土・祝）〜12月16日（日） 瑞浪市土岐町に所在する古刹「櫻堂薬師」

特別展「櫻堂薬師千二百年展」
瑞浪市陶磁資料館
4月5日（木）〜12月24日（月・祝）

中山道広重美術館

展覧会事業
中山道広重美術館

恵
那 えなしこどもフェスタ2012
市

土
岐
市

7月21日（土）〜7月22日（日）
恵那文化センター

が所蔵する文化財、また周辺遺跡からの出
土品等を展示します。

特別企画展3回、企画展3回を対象事業とし
て行います。

科学実験、各種クラフト、不思議体験など
約25ブースを出展します。

第55回恵那市文化祭

10月6日（土）〜12月2日（日） 生涯学習の一環として文化芸術に親しんで
いる個人や団体が、音楽、舞踊、演劇、美
術、文芸、茶華道の展示発表や囲碁、将棋
恵那文化センター
大会など12種目の祭典を開催します。
恵那市市民会館

第24回織部の日記念事業

2月25日（土）〜5月13日（日） 国指定史跡元屋敷陶器窯跡をはじめとする
周辺遺跡の史跡めぐり、陶芸体験を通し
て、美濃焼の歴史、陶芸を体験できる祭典
織部の里公園 他
です。

土岐市美濃陶磁歴史館特別展
「美濃桃山陶の生産」

2月25日（土）〜5月13日（日） 桃山時代に美濃窯で生産された黄瀬戸・瀬
戸黒・志野・織部といった茶陶について、
その生産のあり方を紹介します。
土岐市美濃陶磁歴史館
4月14日（土）〜4月22日（日）

第5回現代茶陶展

「茶陶」を主題とした公募作品を展示します。

セラトピア土岐
5月11日（金）〜12月9日（日）
土岐市美濃陶磁歴史館

企画展
土岐市美濃陶磁歴史館

美濃焼の歴史とその魅力を紹介する展示を3
回程度実施します。
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名

土岐市文化祭2012
第55回土岐市美術展
土 第41回市民音楽祭
岐
市

期

日

会

場

美術展：11月15日（木）〜11月18日（日）
音楽祭：11月11日（日）、11月18日（日）

美術展：セラトピア土岐
音楽祭：土岐市文化プラザ
12月9日（日）

第11回土岐市文芸祭
土岐市文化プラザ

事業内容
土岐市美術展は日本画・洋画・書道・陶芸
等9部門の公募による美術展です。市民音楽
祭は合唱・吹奏楽・ロック等出演者公募に
よる音楽祭です。
現代詩・短歌・俳句・川柳・狂俳の文芸作
品を公募し、優秀作品を表彰します。

12月〜平成24年2月
飛騨高山ぐるりスタンプラリー

各施設を巡るスタンプラリーを行います。
高山市内各地
2月3日（金）〜2月12日（日）

奥飛騨温泉郷雪像コンテスト
奥飛騨温泉郷

温泉郷内に大小さまざまな趣向を凝らした
力作（雪像）が登場します。雪、氷を使っ
た芸術を楽しめます。

2月4日（土）
音楽に合わせた花火大会などを行います。

クリスタルライブinあさひ
道の駅ひだ朝日村
ＮＯＲＩＫＵＲＡウインター
カーニバル

2月4日（土）〜2月5日（日）
ほおのき平スキー場
2月11日（土・祝）

氷点下の森・氷祭り
秋神温泉氷点下の森

平湯大滝結氷まつり
高
山
市 北アルプス自然感謝祭
奥飛騨1ＤＡＹスノーシュー
ウォーキング

第24回
飛騨高山ドキュメンタリー映像祭

子どもを対象にしたゲーム、バザーを行い
ます。

氷を鑑賞しながら、郷土芸能、花火大会な
どを行います。

2月15日（水）〜2月25日（土） 飛騨3大名瀑のひとつ平湯大滝（高さ63M）
の結氷です。その姿を30基のハロゲンで見
事にライトアップします。その姿と花火、
平湯大滝一帯及び平湯温泉街
あたたかいバザー等を楽しめます。
2月26日（日）
新穂高温泉・鍋平高原一帯

西洋かんじき（スノーシュー）を使って奥
飛騨の雪原をウォーキングします。専門の
講師がアテンドします。

3月1日（木）
出展映像コンテストを行います。
高山市民文化会館
3月1日（木）〜4月3日（火）

飛騨高山雛まつり

各施設によるお雛様を展示します。
高山市内各地
3月10日（土）〜3月11日（日）

かんじきトレッキング
高山市朝日町胡桃島、鈴蘭高原
6月30日(土)〜7月8日(日)
第66回岐阜県美術展 高山移動展
飛騨・世界生活文化センター
9月8日（土）〜10月28日（日）
土・日・祝日
タイムカプセルを通って江戸時代へ 10月9日（火）・10日（水）

高山市政記念館

手作りかんじきを履いてトレッキングを行
います。
一般部・青年部・少年部を同時開催します。
一般部は入賞作品のほか、飛騨地域在住者の佳
作・入選作品、飛騨地域在住の審査員・委嘱作家
の作品を展示します。青年部・少年部は飛騨地区
の入選・入賞作品を展示します。

着物を着て、古い町並みを散策します。
※雨天中止の場合があります。
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事業内容

9月土・日（2日間）（予定）
2012秋飛騨の味まつり

各出店者による店頭販売を行います。
高山市本町1丁目・2丁目商店街
9月30日（日）

転月鑑賞会
転月の丘

弥陀ヶ洞山の山の端を転がるようにのぼる
月を鑑賞する江戸時代から続く行事です。
俳句・短歌コンテスト、月の鑑賞会を行い
ます。

秋の収穫をテーマとして、くだものの町、
高冷地野菜の町をＰＲします。4地域が出店
ひだ舟山スノーリゾートアルコ するなべ横丁、ステージショー、バザーが
行われます。
ピアスキー場
10月7日（日）（予定）

ひだ桃源郷収穫劇場2012
高
山
市

北アルプス自然感謝祭
西穂山荘往復トレッキング

10月上旬〜10月中旬（予定）
他

奥飛騨温泉郷一帯
10月14日（日）

ひだ荘川ふるさと祭り
荘川の里イベント広場

高山市美術展覧会

11月3日（土・祝）を挟んで3日
程度（予定）

北アルプス・西穂山荘往復、北アルプス・
右俣林道・左俣林道へのトレッキングを行
います。奥飛騨のひと足早い秋を堪能でき
ます。
30頭の連獅子、荘川民謡、各神社の獅子
舞、招待獅子、招待芸能を披露します。

美術展覧会を行います。

高山市民文化会館
3月4日（日）
第6回飛騨市芸能祭

4町の芸能サークルの発表会を行います。
飛騨市文化交流センター

飛
騨 河合町むら芝居大公演
市

6月24日（日）
河合町公民館
7月22日（日）

真夏の夜のコンサート
友雪館
下呂ふるさと歴史記念館企画展 3月31日（土）〜7月8日（日）
（開館40周年記念特別展示）
「下呂市の重要遺跡展」
下呂ふるさと歴史記念館

下呂温泉合掌村

下
呂 下呂市文化祭（展示の部）
市

戦前から継承されてきた村芝居（歌舞伎）が存続
の危機に直面したため、平成18年、有志により
「河合町歌舞伎保存会」が結成されました。この
会を中心に広く有志を募り、伝統芸能を保存・継
承して行くことを目的とし、公演しています。
昨年は東京フィルハーモニー交響楽団首席チェリ
スト、金木博幸氏を中心とした国内外で活躍する
豪華メンバーが出演するコンサートを開催しまし
た。事前に行われている飛騨河合音楽コンサート
での上位入賞者も出演します。

開館当時、市内初の本格的発掘調査で明ら
かになった縄文時代の集落遺跡「峰一合遺
跡」の土器・石器を始め、出土した食料資
料を展示します。

4月1日（日）〜12月31日（月） 下呂温泉合掌村は、白川郷などから移築し
た合掌造りの民家で集落を再現した往時の
生活を知ることができる博物館です。
下呂温泉合掌村
5月12日（土）〜5月13日（日） 下呂市内の文化協会員の作品を展示しま
す。（絵画、書、写真、陶芸、手工芸、
花、押し花など）
下呂市民会館
6月10日（日）

下呂市文化祭（芸能の部）
星雲会館

下呂市内の文化協会員の芸能の発表を行い
ます。（舞踊、邦楽、合唱、ピアノ、バレ
エ、カラオケなど）
歴史記念館に併設された峰一合遺跡史跡公園は、

9月15日（土）〜10月28日（日） 昔、縄文時代の集落遺跡でした。昔の姿を作品か
「昔の縄文土器と今の縄文土器」展

下呂ふるさと歴史記念館

らも思い起こすことができるよう、出土した縄文
土器をモデルに、縄文土器クラブ会員が見事に作
り上げた作品を展示します。
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11月9日（金）（予定）
寺内タケシとブルージーンズ
下呂交流会館

下
呂
市

事業内容

「寺内タケシとブルージーンズ」のコン
サートです。

11月14日（水）
平成24年

松竹花形歌舞伎

｢松竹花形歌舞伎」を公演します。
下呂交流会館

白川村には7つの地区に獅子舞保存会があり、そ
れぞれが異なる舞を継承し、各地区のどぶろく祭
りや祭礼で奉納します。今回、この全ての地区の
白川村踊り街道フェスティバル
獅子舞と、白川村の獅子舞に関わりがあるとされ
荻町駐車場跡地（屋外）
る近隣の獅子舞を披露する予定です。
白川郷の代表的な合掌造りである遠山家は、かつ
通年
ての大家族制度を偲ばせる壮大な規模と峡谷の緑
濃い環境にしっくり調和する風格と美しさを誇っ
国指定重要文化財 旧遠山家民俗館
国指定重要文化財 旧遠山家民俗館 ています。館内では、合掌造りの仕組みや大家族
での暮らしを学ぶことができます。

11月17日（土）（予定）

白
川
村

