文化プログラム
会場地

（平成24年2月28日現在）

事 業 名
「ドキュメンタリー岐阜135」展
所蔵品企画展「雪を描く」

岐阜県美術館
三甲美術館

ぎふ長良川鵜飼 風流屋形船

長良川鵜飼観覧船乗り場

遺物の展示

岐阜県庁

「三幕の物語」展

岐阜県美術館

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）

三甲美術館

1月15日（日）〜1月29日（日）

ハートフルスクエアーＧ

1月21日（土）〜1月29日（日）

岐阜市民会館

1月22日（日）

平成23年度
岐阜県読書感想文コンクール表彰式

岐阜県図書館

1月28日（土）

ＨＩＢＩＮＯ ＡＲＴゼミ

岐阜県美術館

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）

公募展
第4回「わたしの年賀状コンクール」
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

会

場

第6回円空大賞展
岐阜県美術館
第294回市民の劇場 戯曲づくりワーク
岐阜市文化センター
ショップ優秀短編発表会
所蔵品企画展
「外国の風景−建物−」
横山幸雄ピアノリサイタル
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
第60回ぎふ梅まつり
岐阜市

長良川ふれあいコンサート
ぎふ・プラハ音楽院セミナー
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
長良川ツーデーウオーク
第66回岐阜県美術展（一般部）
第66回岐阜県美術展（青年部）
第66回岐阜県美術展（少年部）
開館30周年記念
「象徴派−夢幻美の使徒たち」展

期

日

10月12日（水）〜平成24年1月15日（日）
12月14日（水）〜平成24年2月13日（月）

1月4日（水）〜5月10日（木）
11月1日（木）〜12月28日（金）
1月4日（水）〜12月28日（金）

2月10日（金）〜3月4日（日）
2月11日（土・祝）

三甲美術館

2月15日（水）〜5月14日（月）

三甲美術館

2月22日（水）

ふれあい福寿会館

3月3日（土）

梅林公園、粕森公園、美殿町
殿町筋一帯
ふれあい福寿会館
ふれあい福寿会館
岐阜市中心市街地一帯

3月3日（土）〜3月4日（日）
3月17日（土）
3月19日（月）〜3月21日（水）
4月7日（土）〜4月8日（日）

岐阜市歴史博物館

4月20日（金）〜5月27日（日）

長良川鵜飼観覧船乗り場
長良川鵜飼観覧船乗り場
岐阜公園 噴水女神像前広場 他
岐阜県美術館
岐阜県美術館
岐阜県美術館

5月11日（金）〜10月15日（月）
5月11日（金）〜10月15日（月）
6月2日（土）〜6月3日（日）
6月2日(土)〜6月10日(日)
6月14日(木)〜6月17日(日)
6月21日（木）〜6月24日（日）

岐阜県美術館

7月13日(金）〜8月26日(日）

岐阜市歴史博物館企画展
「岐阜の夜明け（仮称）」

岐阜市歴史博物館

7月13日（金）〜9月2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

7月29日（日）〜8月5日（日）

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
伝統文化の夕べ 第26回長良川薪能
開館30周年記念 「マルク・シャガー
ル−愛をめぐる追想」展

長良川うかいミュージアム
（岐阜市長良川鵜飼伝承館）
岐阜市文化センター、岐阜市民会館
長良川特設舞台
（岐阜グランドホテル前河原）
岐阜県美術館

8月1日（水）開館以降
8月5日（日）〜12月22日（土）
8月31日（金）（予定）
9月5日(水)〜10月28日(日)

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

9月8日（土）〜9月9日（日）

岐阜県障がい者福祉フェア
全国スポーツ写真展
第56回「ぎふ信長まつり」
第65回岐阜市美術展覧会

9月14日（金）〜9月16日（日）
9月25日（火）〜10月18日（木）
10月6日（土）〜10月7日（日）
10月20日（土）〜10月28日（日）

マーサ21
アクティブＧ
岐阜市中心市街地一帯
岐阜市文化センター

会場地

事 業 名

羽島市

日

開館30周年記念 「岐阜県美術館の
歴史−30年の歩み」展

岐阜県美術館

11月2日(金)〜12月24日(月・祝)

第33回市民健康まつり
岐阜県特別支援学校美術作品展
音楽発表会
第48回岐阜市文芸祭 一般の部

金公園、ＪＲ岐阜駅前北口駅前広場
柳ヶ瀬健康ステーションを周遊
岐阜市文化センター、金公園
ふれあい福寿会館

ハートフルスクエアーＧ
展示：ハートフルスクエアーＧ
岐阜市オンリーワンわたしたちの芸術祭
舞台：岐阜市民会館
第38回全日本写真連盟岐阜県本部展
岐阜県美術館
岐阜市歴史博物館企画展
岐阜市歴史博物館
「ちょっと昔の道具たち」
岐阜城
岐阜城
岐阜市歴史博物館総合展示
岐阜市歴史博物館
和太鼓ＬＩＶＥ 2012 〜清流〜
羽島市文化センター
第36回羽島市民音楽祭（詩吟の部）
羽島市文化センター
羽島市文化協会 市民観月会
羽島市文化センター
第44回羽島市美術展（一般の部）
羽島市文化センター
第36回羽島市民音楽祭（邦楽の部）
羽島市文化センター
第39回羽島市文芸祭
羽島市文化センター
産業文化センター

瞑想の森コンサート

市民斎場瞑想の森

楽器体験フェア
図書館アート展
ＹＯＵＮＧワンコインコンサート
図書館ホールコンサート
木曽川音楽祭
村国座芸術文化公演

産業文化センター
中央図書館
文化ホール
中央図書館
各務原市民会館 等
村国座

産業文化センターコンサート
村国ライブ
輝け！いきものスポーツ大会！！
皆楽座コンサート
各務原音楽コンクール
鵜沼宿脇本陣アート展
各務野音楽塾

山県市

期
10月（予定）

鵜沼宿脇本陣邦楽ライブ

各務原市

場

第11回岐阜市まるごと環境フェア

みんなで歩こう 健幸ウォーク

岐阜市

会

ＪＲ岐阜駅北口駅前広場、じゅうろ
くプラザ、ハートフルスクエアーＧ
（予定）

各務原市美術展
市民大茶会
音楽ウィーク・街角コンサート
高校生・少年美術展
かかみがはら航空宇宙科学博物館
中山道鵜沼宿町屋館
市民公開講座
うつ・自殺予防対策講演会
好日会 〜ヴァイオリンコンサート＆
紹欽茶会〜
和太鼓コンサート
０歳児からのクラシックコンサート
伊自良夏まつり
ふれあい夏まつり
山県市オリジナル演劇
市民創作演劇エトセトラ
みやま川まつり
ＢＢＢＢコンサート
セレノグラフィカダンス公演

11月4日（日）
11月4日（日）
11月13日（火）〜11月18日（日）
11月17日（土）〜11月23日（金・祝）
12月4日（火）〜12月9日（日）
〔舞台：12月7日（金）〕
12月4日（火）〜12月9日(日）
平成24年12月14日（金）〜3月3月（日）

通年（年中無休）
通年
3月4日（日）
9月2日（日）
9月29日（土）
10月24日（水）〜10月28日（日）
11月4日（日）
11月30日（金）〜12月2日（日）
1月8日（日）、3月18日（日）
5月13日（日）、6月24日（日）
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）

1月22日（日）
2月1日（水）〜2月29日（水）
2月12日（日）
2月26日（日）、8月5日（日）
3月2日（金）〜3月4日（日）
5月27日（日）
6月3日（日）、9月9日（日）
産業文化センター
12月9日（日）（予定）
村国座
7月15日（日）
世界淡水魚園水族館アクア・トトぎふ 9月1日（土）〜9月30日（日）
皆楽座
9月16日（日）（予定）
文化ホール
9月22日（土・祝）
鵜沼宿脇本陣
9月（予定）
岐阜各務野高等学校旧岐阜女子商業
10月、11月に各1回（予定）
高等学校校舎
産業文化センター
10月7日（日）〜10月14日（日）
市民公園
11月3日（土・祝）
産業文化センター 他
11月11日（日）〜11月17日（土）
産業文化センター
12月1日（土）〜12月6日（木）
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
通年
山県市美山中央公民館
3月3日（土）
山県市美山中央公民館
3月17日（土）
山県市文化の里

古田紹欽記念館

5月12日（土）

山県市文化の里
山県市文化の里
山県市図書館付近
山県市役所周辺

6月16日（土）
7月14日（土）
8月5日（日）
8月11日（土）

山県市文化の里

8月18日（土）〜8月19日（日）

にしむげ公園・西武芸橋付近
山県市文化の里
山県市文化の里

8月25日（土）
9月15日（土）
11月17日（土）

会場地
瑞穂市

本巣市

事 業 名
ＭＢＫ音楽コンテスト
文化協会文化フェスタ
文化協会10周年記念事業
第7回本巣市文化協会
部門別（音楽）芸能祭 華やぎ会
第8回本巣市美術展
本巣市文化協会 春の文化祭
ほほえみジュニア文化祭2012
第15回早春淡墨桜浪漫ウオーク
第8回本巣市花とほたる祭り
ふれあいサマーフェスタ2012

岐南町

笠松町

北方町

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」
よってきん祭ぎなん 12
岐南町文化祭
町民菊花展
ぎなんフェスタ2012＆全国ねぎサミッ
ト（仮称）
新年企画干支「辰年展」
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 って！？
私のコレクション 古布「5節句にみる
風習」（奥畑純子様）
夏休み企画 折り紙のふしぎ
館蔵品展 古図にみる笠松の地形
北方まつり
未来タウン北方ふれあいまつり
大垣市郷土館 企画展
「新春祝賀美術展」
守屋多々志美術館 第44回企画展
「新春「干支と吉祥−守屋多々志−」
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
第32回ジュニア油絵展
市民創作ミュージカル「お庵さま」
大垣市郷土館 企画展
「鳥獣や魚を描いた画展」
守屋多々志美術館 第45回企画展
「花とよそおい 守屋多々志」

会
場
瑞穂市総合センター
巣南公民館
瑞穂市総合センター

期
日
9月1日（土）〜9月2日（日）
9月8日（土）〜9月10日（月）
10月28日（日）

本巣市民文化ホール

1月29日（日）

本巣体育センター
富有柿の里
本巣市民文化ホール
淡墨公園〜一宮市真清田神社
本巣市民スポーツプラザ
本巣市民文化ホール及び本巣市民文
化ホール周辺

2月3日（金）〜2月5日（日）
2月17日（金）〜2月19日（日）
2月19日（日）
3月17日（土）〜3月18日（日）
6月9日（土）

淡墨公園

8月18日（土）

岐南町役場庁舎前駐車場
岐南町中央公民館
岐南町役場庁舎前駐車場

8月5日（日）
10月土・日（2日間）（予定）
10月〜11月（予定）

岐南町総合体育館（予定）

12月8日（土）〜12月9日（日）（予定）

笠松町歴史民俗資料館

1月4日（水）〜2月12日（日）

笠松町歴史民俗資料館

4月10日（火）〜5月13日（日）

杉山邸〔国登録有形文化財〕

4月21日（土）

笠松町歴史民俗資料館

6月5日（火）〜7月1日（日）

笠松町歴史民俗資料館
笠松町歴史民俗資料館
北方町内及び北方商店街通り
北方円鏡寺公園一帯

7月24日（火）〜9月2日（日）
10月10日（水）〜11月25日（日）
5月2日（水）〜5月3日（木・祝）
11月10日（土）〜11月11日（日）

大垣市郷土館

1月4日（水）〜2月12日（日）

大垣市守屋多々志美術館

1月7日（土）〜2月19日（日）

日本昭和音楽村 江口夜詩記念館

1月7日（土）〜2月26日（日）

大垣市スイトピアセンター
大垣市民会館

1月28日（土）〜2月19日（日）
2月4日（土）〜2月5日（日）

大垣市郷土館

2月19日（日）〜4月8日（日）

大垣市守屋多々志美術館

2月24日（金）〜4月15日（日）

日本国際ポスター美術館所蔵ポスター展2012 大垣市スイトピアセンター

大垣市

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
守屋多々志美術館 第46回企画展
「平清盛と源平の時代 守屋が描く合
戦絵巻」

海津市
養老町
垂井町

3月3日（土）〜3月25日（日）

大垣市守屋多々志美術館
大垣八幡神社周辺、大垣駅通り

8月4日（土）

4月19日（木）〜7月1日（日）
他

5月12日（土）〜5月13日（日）

大垣市守屋多々志美術館

7月7日（土）〜9月9日（日）

文化フェスティバル
大垣市郷土館 所蔵品展
「岩越雪峰と大野百錬展」

大垣市スイトピアセンター

平成24年7月上旬〜1月下旬

大垣市郷土館

9月1日（土）〜10月14日（日）（予定）

守屋多々志美術館 生誕100年記念展
「守屋多々志の世界」
大垣市芸術祭
芭蕉蛤塚忌全国俳句大会
大垣市郷土館 所蔵品展
「戸田良直・道子夫妻の日本画」

大垣市守屋多々志美術館
大垣市スイトピアセンター
大垣市スイトピアセンター
奥の細道むすびの地周辺

守屋多々志美術館 第47回企画展「若
き日の夢−守屋多々志の修業時代−」
第9回東西全国俳句相撲
海津市文化展
養老町文化フェスティバル
国体開催記念「垂井とスポーツ」

9月14日（金）〜10月21日（日）
10月上旬〜11月中旬
10月21日（日）

大垣市郷土館

10月20日（土）〜12月16日（日）（予定）

大垣市守屋多々志美術館

10月26日（金）〜12月24日（月・祝）

大垣市スイトピアセンター
海津市文化センター
養老町中央公民館 他
タルイピアセンター

11月11日（日）
10月27日（土）〜10月28日（日）
10月28日（日）〜11月18日（日）（予定）

7月21日（土）〜10月14日（日）

会場地
垂井町
関ヶ原町

神戸町

輪之内町

安八町

事 業 名
垂井町文化講演会

会
場
垂井町文化会館
関ヶ原ふれあいセンター周辺
関ヶ原合戦祭り2012
笹尾山周辺
神戸町日比野五鳳記念美術館「春季展」 神戸町日比野五鳳記念美術館
神戸町中央公民館
第55回神戸町文化祭
神戸町民体育館
神戸町日比野五鳳記念美術館「秋季展」 神戸町日比野五鳳記念美術館
第11回千本桜まつり
輪之内町文化会館周辺
輪之内町本戸地区たいしょう池
第4回あじさいまつり2012
（輪中堤沿い）
石垣島の貝殻展
輪之内町立図書館
第15回夏休み人形劇まつり
輪之内町文化会館
輪之内町商工会館前駐車場
第25回輪之内納涼ふるさとまつり
（雨天：輪之内中学校体育館）
町民のお宝「干支 辰 」展
ハートピア安八 歴史民俗資料館
企画展「脇坂文助と木曽三川大改修」 ハートピア安八 歴史民俗資料館
企画展「〜館蔵〜蓑虫山人」
ハートピア安八 歴史民俗資料館
旧名鉄谷汲駅前広場、揖斐川町営駐
豊年祈願祭
車場、谷汲山華厳寺仁王門前
谷汲さくらまつり
町営谷汲門前駐車場

美濃市

4月28日（土）〜5月28日（月）
11月3日（土・祝）〜11月4日（日）
11月（予定）
4月7日（土）
6月17日（日）
7月18日(水)〜7月29日(日)
7月21日（土）
8月4日（土）
1月4日（水）〜2月5日（日）
2月9日（木）〜3月25日（日）
7月13日（金）〜10月21日（日）（予定）

2月18日（土）
4月8日（日）
4月8日（日）、8月23日（木）
9月14日（金）
4月29日（日）
5月4日（金･祝）〜5月5日（土・祝）
7月21日（土）
8月上旬（予定）
8月15日（水）

東津汲鎌倉踊
揖斐祭り
夜叉ケ池伝説道中まつり
いびがわの祭り
三倉の太鼓踊

東津汲 白髭神社
三輪神社周辺
特設会場 坂内遊らんど駐車場
揖斐川河川敷 他
三倉 峯神社

春日 太鼓踊り

春日河合:地蔵堂,六社神社
愛宕神社
春日下ヶ流:雷公神社,津島神社
白山神社
春日上ヶ流:自髭神社,津島神社
春日寺本:六社神社,熊野神社
春日種本/中瀬:六社神社,熊野神社

春日上ヶ流:10月13日(土)
春日寺本:11月3日(土･祝)〜11月4日(日)
春日種本/中瀬:11月10日(土)

揖斐川町中央公民館
八幡神社
白樫神社、光蓮寺
揖斐川町中央公民館
谷汲：町営谷汲門前駐車場
横蔵：横蔵寺駐車場
大野町バラ公園
大野町総合町民センター
池田町中央公民館

8月25日（土）
9月22日（土･祝）
9月16日(日）
10月26日（金）〜10月28日（日）
谷汲：11月11日（日）
横蔵：11月18日（日）
5月19日（土）〜5月20日（日）
9月2日（日）
5月下旬（予定）

谷汲・横蔵寺もみじまつり

関市

10月20日（土）〜10月21日（日）（予定）

桂八幡神社ほか

伝統芸能フェスティバル
川上ほうろ踊り
白樫踊
アートいびがわ2012

池田町

期
日
2回（予定）

桂古代踊り

揖斐川町

大野町

9月〜10月

バラまつり大野2012
第26回ジュニア文化祭
花咲まつり「池坊いけばな展」
発掘速報展
岐阜県博物館
発掘された飛騨・美濃の歴史
古式日本刀鍛錬打ち初め式・仕事始め式 春日神社及び関鍛治伝承館
日本自然科学写真協会写真展
岐阜県博物館
自然を楽しむ科学の眼2011‑2012

春日河合:8月16日(木)
春日下ヶ流:10月10日(水)

11月15日（火）〜平成24年1月15日（日）

1月2日（月・祝）
2月11日（土・祝）〜3月25日（日）

資料紹介展
雲の上のお花畑〜岐阜県の高山植物〜

岐阜県博物館

4月14日（土）〜6月17日（日）

特別展 ジオペディアぎふ
〜岐阜の大地から地球史を探る〜

岐阜県博物館

7月6日（金）〜9月2日（日）

特別展 飛騨・美濃の信仰と造形
−古代・中世の遺産−

岐阜県博物館

9月21日（金）〜10月28日（日）

特別展 岐阜、染と織の匠たち 人間
国宝三人展
第45回関市刃物まつり
第62回関市美術展
発掘速報展
発掘された飛騨・美濃の歴史
2012全国和紙画作家選抜展
美濃まつり
和紙に込めた光たち
和紙の見本市展
ダンボールアート展
美濃市中日花火大会
絵手紙展
2012公募第25回全国和紙画展
美濃和紙あかりアート展

岐阜県博物館

9月21日（金）〜11月4日（日）

本町通りを中心とした関市一円
関市文化会館

10月13日（土）〜10月14日（日）
10月24日(水)〜10月28日(日)

岐阜県博物館

平成24年11月17日（土）〜2月3日（日）

美濃和紙の里会館
八幡神社、美濃市街地
美濃和紙の里会館
美濃和紙の里会館
美濃和紙の里会館
長良川河畔
美濃和紙の里会館
美濃和紙の里会館
うだつの上がる町並み

4月1日（日）〜4月23日（月）
4月14日（土）〜4月15日（日）
4月26日（木）〜6月11日（月）
6月14日（木）〜7月16日（月・祝）
7月19日（木）〜9月10日（月）
8月1日（水）
9月13日（木）〜10月5日（金）
10月10日（水）〜12月3日（月）
10月20日（土）〜10月21日（日）

会場地
美濃市

事 業 名
あかりの町並み〜美濃〜
第57回美濃市芸能大会
美濃・紙の芸術村2012作品展
没後50年 津田左右吉を改めて問う 展

高橋余一「生活絵巻」展
−暮らしのありかを思い出す−
みのかもダンスフェスタVOL．5
美濃加茂市 みのかもバンドフェスタVOL．5
「あそぶ」展
おん祭ＭＩＮＯＫＡＭＯ2012夏の陣
現代美術展
おん祭ＭＩＮＯＫＡＭＯ2012秋の陣
新春まつり
ロサ バレンタイン
「恋人たちに捧げるバラ写真展」

可児市

郡上市

坂祝町

富加町
川辺町
七宗町

八百津町

白川町

東白川村
御嵩町

多治見市

会
場
うだつの上がる町並み
美濃市文化会館
美濃和紙の里会館
みのかも文化の森

期

日

11月1日（木）〜12月25日（火）（予定）

11月18日（日）
平成24年12月6日（木）〜1月14日（月）
12月17日（土）〜平成24年3月4日（日）

美濃加茂市民ミュージアム

4月14日（土）〜6月3日（日）

美濃加茂市文化会館
美濃加茂市文化会館
美濃加茂市民ミュージアム
木曽川緑地ライン公園
美濃加茂市民ミュージアム
中山道太田宿近辺
花フェスタ記念公園

5月19日（土）
7月22日（日）
7月28日（土）〜8月26日（日）
8月18日（土）
9月16日（日）〜10月21日（日）
10月21日（日）
１月7日（土）〜1月8日（日）

花フェスタ記念公園

1月21日（土）〜2月19日（日）

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〜

可児市文化創造センター

5月6日（日）

可児市政30周年記念事業
ベートーヴェン「第九」演奏会

可児市文化創造センター

7月29日（日）

可児市文化創造センター

9月1日（土）

可児市文化創造センター

明建神社

9月30日（日）
9月〜12月9日（日）（予定）
総合開会式：10月14日（日）
8月7日（火）

白山文化博物館

9月5日（水）〜11月12日（月）

可児市少年少女合唱団
第23回定期演奏会
第20回飛騨・美濃歌舞伎大会
平成24年度岐阜県高等学校総合文化祭
（総合開会式含む）
薪能くるす桜
ぎふ清流国体・ぎふ清流大会開催記念
特別展示
岐阜県地理唱歌パネル展
歌となる言葉とかたち展2012
さかほぎ祭り2012
第19回ふれあいオン・ステージ
富加町郷土資料館特別展 「みなさん
からの寄贈資料〜新寄贈資料展」
第33回富加町民まつり（文化部門展示）
リバーサイドフェスティバル川辺
いこ舞ひちそう夏祭り
文化のつどい
おいでよふる里まつり2012
杉原ウィーク2012
筑前琵琶演奏会
東座ふれあい公演
パイプオルガン入門講座
パイプオルガンコンサート
第28回白川・イタリアオルガン音楽
アカデミー
第21回美濃白川フォトコンテスト
第15回パイプオルガンとみんなで歌おう
つちのこフェスタ 12
東白川夏まつり
東白川村郷土歌舞伎公演
第17回よってりゃあみたけ
アラビア×フィンランド陶芸
岐阜県陶磁器試験場の100年展
灼熱オドリタイム2012
井田照一展 −土に挑む−
第60回多治見陶器まつり
特別展 「ポップ」・「命を抱いて」
第66回岐阜県美術展 多治見移動展
多治見市制記念花火大会
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

可児市文化創造センター 他

9月29日（土）〜10月15日（月）（予定）
道の駅（予定）
古今伝授の里フィールドミュージアム 10月上旬〜11月中旬（予定）

木曽川堤防上（日本ラインロマン
チック街道）
タウンホールとみか

7月28日（土）
6月24日（日）

富加町郷土資料館

7月14日（土）〜9月9日（日）

タウンホールとみか
川辺町役場前駐車場、飛騨川ダム湖
七宗町体育館周辺
神渕公民館
七宗町体育館周辺
人道の丘公園
八百津町ファミリーセンター
人道の丘公園
東座
白川町町民会館
白川町町民会館

11月17日（土）〜11月18日（日）
8月11日（土）
8月25日（土）〔雨天:8月26日（日）〕
9月30日（日）
10月28日（日）

9月1日（土）
5月20日（日）
7月14日（土）〜7月16日（月・祝）
8月29日（水）

白川町町民会館

8月29日（水）〜9月5日（水）

白川町町民会館
白川町町民会館
中川原水辺公園
中川原水辺公園
はなのき会館
名鉄御嵩駅、中山道御嶽宿周辺
岐阜県現代陶芸美術館
岐阜県現代陶芸美術館
多治見市文化会館
岐阜県現代陶芸美術館
本町オリベストリート周辺
岐阜県現代陶芸美術館
岐阜県現代陶芸美術館
土岐川河畔

10月（予定）
12月22日（土）
5月3日（木・祝）
8月14日（火）
9月16日（日）
8月4日（土）
11月12日（土）〜平成24年2月12日（日）
12月10日（土）〜平成24年3月25日（日）

岐阜県現代陶芸美術館

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）

7月29日（日）〜8月5日（日）

1月22日（日）
2月21日（火）〜7月1日（日）
4月7日（土）〜4月8日（日）
4月21日（土）〜8月19日（日）
7月14日(土)〜7月22日(日)
7月29日（日）

会場地

多治見市

事 業 名
第2回美濃焼祭
第35回たじみ茶碗まつり
第42回多治見まつり
小早川コレクション

麗しのマイセン人形 岐阜県現代陶芸美術館

第16回岐阜県民文化祭・ぎふ文化の祭
典 第4回ひだ・みの創作オペラ
「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
第18回常磐座歌舞伎保存会定期公演
ひるかわ杵振り祭
つけち森林の市
春・秋の中山道まつり
第6回前田青邨記念大賞展
石彫のつどい
総合文化祭

中津川市

瑞浪市

恵那市

土岐市

高山市

会
場
ＪＲ多治見駅南北自由通路 他
多治見美濃焼卸センター
多治見市中心市街地

東美濃ふれあいセンター
東美濃ふれあいセンター

期
日
10月6日（土）〜10月8日（月・祝）
10月7日（日）〜10月8日（月・祝）
11月3日（土・祝）
平成24年11月23日（金・祝）
〜5月6日（月･祝）
2月25日（土）〜2月26日（日）
3月4日（日）

常磐座
安弘見神社
「道の駅花街道付知」イベント広場
中心市街地一帯
東美濃ふれあいセンター
蛭川地内、石材工場
中津川文化会館、にぎわいプラザ
中津川河畔（桃山付近）
中山道中津川 おいでん祭
中津川市街地
第40回加子母歌舞伎大公演会
明治座
花馬祭り
坂下地区
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
ふるさと馬籠ごへー祭り
馬籠ふれあい広場
第17回岐阜県文楽・能大会なかつ川2012 常磐座
夕森もみじまつり
夕森公園
第45回吉例坂下歌舞伎公演
坂下公民館
第12回岐阜県獅子芝居公演
明治座
第61回中津川市民展
にぎわいプラザ（予定）
第38回東濃歌舞伎大会
東美濃ふれあいセンター
シクラメン・そば祭り
阿木地内、中の島公園
中津川中山道六斎市
中心市街地一帯

9月2日（日）（予定）
10月14日（日）
10月21日（日）予定
10月26日（金）〜10月28日（日）
10月28日（日）
11月3日（土・祝）
11月上旬（日）（予定）
11月11日（日）
11月25日（日）（予定）
11月下旬〜12月上旬（予定）
12月9日（日）（予定）
12月上旬
毎月第1日曜日（1月を除く）

企画展 瑞浪陶芸協会作品展

瑞浪市陶磁資料館

4月8日（日）〜5月6日（日）

企画展「中馬街道筋のやきもの」
−陶町の窯業とその周辺−

瑞浪市陶磁資料館

5月20日（日）〜7月22日（日）

特別展「デスモスチルスのいた水辺」
（仮称）

瑞浪市化石博物館

7月1日（日）〜11月27日（火）

瑞浪市陶磁資料館

7月29日（日）〜10月3日（水）

相生座
瑞浪市市之瀬美術館
相生座
瑞浪市総合文化センター
半原公民館
瑞浪市陶磁資料館
中山道広重美術館
恵那文化センター
恵那文化センター、恵那市市民会館
織部の里公園 他

8月26日（日）
9月中旬〜10月中旬（予定）
10月5日（金）

企画展「やきもの動物園」
−資料館に住む動物たち−
納涼歌舞伎
企画展「伊藤文生展」（仮称）
敬老歌舞伎
第31回中央公民館文化祭
半原文楽の日
特別展「櫻堂薬師千二百年展」
中山道広重美術館 展覧会事業
えなしこどもフェスタ2012
第55回恵那市文化祭
第24回織部の日記念事業
土岐市美濃陶磁歴史館特別展
「美濃桃山陶の生産」
第5回現代茶陶展
土岐市美濃陶磁歴史館 企画展

3月25日（日）
4月15日（日）
5月3日（木・祝）〜5月5日（土・祝）
5月6日（日）、11月4日（日）
5月26日（土）〜6月3日（日）
5月〜8月上旬
6月22日（金）〜6月26日（火）
8月12日（日）〜8月13日（月）

10月27日（土）〜10月28日（日）（予定）

10月28日（日）
11月3日（土・祝）〜12月16日（日）
4月5日（木）〜12月24日（月・祝）
7月21日（土）〜7月22日（日）
10月6日（土）〜12月2日（日）
2月25日（土）〜5月13日（日）

土岐市美濃陶磁歴史館

2月25日（土）〜5月13日（日）

セラトピア土岐
土岐市美濃陶磁歴史館

4月14日（土）〜4月22日（日）
5月11日（金）〜12月9日（日）

土岐市文化祭2012
第55回土岐市美術展
第41回市民音楽祭

美術展：セラトピア土岐
音楽祭：土岐市文化プラザ

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）

第11回土岐市文芸祭
飛騨高山ぐるりスタンプラリー
奥飛騨温泉郷雪像コンテスト
クリスタルライブinあさひ
ＮＯＲＩＫＵＲＡウインターカーニバル
氷点下の森・氷祭り
平湯大滝結氷まつり

土岐市文化プラザ
高山市内各地
奥飛騨温泉郷
道の駅ひだ朝日村
ほおのき平スキー場
秋神温泉氷点下の森
平湯大滝一帯及び平湯温泉街

12月9日（日）
12月〜平成24年2月
2月3日（金）〜2月12日（日）
2月4日（土）
2月4日（土）〜2月5日（日）
2月11日（土・祝）
2月15日（水）〜2月25日（土）

会場地

高山市

事 業 名
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
飛騨高山雛まつり
かんじきトレッキング
第66回岐阜県美術展 高山移動展

新穂高温泉・鍋平高原一帯

2月26日（日）

高山市民文化会館
高山市内各地
高山市朝日町胡桃島、鈴蘭高原
飛騨・世界生活文化センター

3月1日（木）
3月1日（木）〜4月3日（火）
3月10日（土）〜3月11日（日）
6月30日(土)〜7月8日(日)

タイムカプセルを通って江戸時代へ

高山市政記念館

9月8日（土）〜10月28日（日）
土・日・祝日
10月9日（火）・10日（水）

2012秋飛騨の味まつり
転月鑑賞会

高山市本町1丁目・2丁目商店街
転月の丘
ひだ舟山スノーリゾートアルコピア
スキー場

ひだ桃源郷収穫劇場2012

飛騨市

下呂市

白川村

会

場

期

日

9月土・日（2日間）（予定）
9月30日（日）
10月7日（日）

北アルプス自然感謝祭
西穂山荘往復トレッキング 他
ひだ荘川ふるさと祭り

奥飛騨温泉郷一帯

10月上旬〜10月中旬（予定）

荘川の里イベント広場

高山市美術展覧会

高山市民文化会館

第6回飛騨市芸能祭
河合町むら芝居大公演
真夏の夜のコンサート

飛騨市文化交流センター
河合町公民館
友雪館

10月14日（日）
11月3日（土・祝）を挟んで3日程度
（予定）
3月4日（日）
6月24日（日）
7月22日（日）

下呂ふるさと歴史記念館企画展
（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

3月31日（土）〜7月8日（日）

下呂温泉合掌村
下呂市文化祭（展示の部）
下呂市文化祭（芸能の部）
「昔の縄文土器と今の縄文土器」展
寺内タケシとブルージーンズ
平成24年 松竹花形歌舞伎
白川村踊り街道フェスティバル
国指定重要文化財 旧遠山家民俗館

下呂温泉合掌村
下呂市民会館
星雲会館
下呂ふるさと歴史記念館
下呂交流会館
下呂交流会館
荻町駐車場跡地（屋外）
国指定重要文化財 旧遠山家民俗館

4月1日（日）〜12月31日（月）
5月12日（土）〜5月13日（日）
6月10日（日）
9月15日（土）〜10月28日（日）
11月9日（金）（予定）
11月14日（水）
11月17日（土）（予定）
通年

