ぎふ清流国体・ぎふ清流大会応援事業 一覧表
平成21年6月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

所蔵名品展

岐阜県現代陶芸美術館

平成20年10月11日～平成21年6月
28日

中山保夫展

岐阜県現代陶芸美術館

平成21年 4月 7日～ 6月28日

砂防フェア in かいづ

岐阜県土木整備部砂防課・海津市

平成21年6月13日

軽スポーツカーニバル

本巣市

平成21年6月6日

第５１回水道週間 平成２１年水道週間スローガン「おいしいね この未来に
岐阜県
いつまでも」

平成21年6月1日～6月7日

平成21年7月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

波ってふしぎ！ミナモの電子工作

（社）日本アマチュア無線連盟

平成21年7月25日

第１８回タイムスリップ探検隊・美濃

岐阜県文化財保護センター

平成21年7月23日

スポーツチャレンジぎふ２００９

（社）岐阜青年会議所

平成21年7月19日

平成２１年度岐阜県発掘調査報告会

岐阜県文化財保護センター、岐阜県教育委員会、関市
平成21年7月11日
教育委員会
平成21年8月開催のイベント

事業名

主催者

元全日本男子監督（高島典郎さん）に学ぶ

（財）多治見市体育協会

卓球技術講習会

（財）多治見市文化振興事業団

実施期間

平成21年8月29日

岐阜アリーナ
卓球フェスティバル2009 in 岐阜アリーナ

平成21年8月27日
指定管理者 ドルフィン株式会社
七宗町教育委員会

第５回 カローリング大会

平成21年8月8日
七宗町体育指導委員

河川環境研究所１日開放事業

岐阜県河川環境研究所

平成21年8月2日

平成２１年度 第２回「長良川を美しくしよう運動」

「長良川を美しくしよう運動」の会

平成21年8月2日

体験遊覧飛行

（社）飛騨エアパーク協会

平成21年8月1日

平成21年9月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

イベントシリーズ「街が”つながる”」Autumnシリーズ 認知症サポーター養
成講座

（社副）新生会 JR岐阜駅周辺施設連携促進協議会

平成21年9月7日、10月5日

Sports&Beauty Day

飛騨・世界生活文化センター 指定管理者 飛騨コン
ソーシアム

平成21年9月27日

ひだエアパークスカイホリデー

(社)飛騨エアパーク協会

平成21年9月26日～9月27日

イベントシリーズ「街が”つながる”」Autumnシリーズ 岐阜駅北口駅前広場
岐阜市（駅前広場整備課）
完成記念式典・イベント

平成21年9月26日

イベントシリーズ「街が”つながる”」Autumnシリーズ 宇津木妙子親子キャッチボールキャラバン
宇津木妙子親子キャッチボールキャラバン実行委員会 平成21年9月22日
イベントシリーズ「街が”つながる”」Autumnシリーズ 8th GIFU DRAFT
FAIR

イベントシリーズ「街が“つながる”」実行委員会

平成21年度企画展･飛騨の椅子展

岐阜県ミュージアムひだ

平成21年9月20日～9月21日
平成21年9月2日～9月6日

平成21年10月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

ぎふ清流国体を目指そう！ボウリング体験教室

瑞穂市教育委員会

平成21年10月23日～11月21日

羽島市民体育大会

羽島市･羽島市教育委員会

平成21年10月25日～11月8日

イベントシリーズ「街が”つながる”」Autumnシリーズ 子育て支援イベント
岐阜市女性センター
HAPPY DAY 杉山三四郎 絵本ライブ
イベントシリーズ「街が”つながる”」Autumnシリーズ 福祉の街づくり講演
(社福)新生会 JR岐阜駅周辺施設連携促進協議会
会

平成21年10月31日
平成21年10月28日

各務原市スポーツレクリエーション祭２００９

各務原市

平成21年10月25日

第３回長良川を美しくしよう運動

長良川を美しくしよう運動の会

平成21年10月25日

イベントシリーズ「街が”つながる”」Autumnシリーズ 幸せになるためのコ
ミュニケーション

岐阜市女性センター

平成21年10月17日、10月24日

第4回郡上市スポレク祭

郡上市中央公民館

平成21年10月18日

イベントシリーズ「街が”つながる”」Autumnシリーズ サンサンタウン2周年
(社副)新生会
記念コンサート
イベントシリーズ「街が”つながる”」Autumnシリーズ 出張！なんでも鑑定
岐阜市生120周年記念事業実行委員会
団in岐阜

平成21年10月12日
平成21年10月12日

イベントシリーズ「街が”つながる”」Autumnシリーズ 駅deまんぷく祭

名古屋ステーション開発(株)

平成21年10月6日～10月12日

第２４回町民体育祭

関ヶ原町体育協会

平成21年10月11日

市民運動会

本巣市地域市民運動会実行委員会

平成21年10月11日

親子で遊ぼう！キッズハンド

一般社団法人 飛騨シューレ

平成21年10月10日

イベントシリーズ「街が”つながる”」Autumnシリーズ 第49回岐阜ファッショ
(社副)新生会
ンフェア
イベントシリーズ「街が”つながる”」Autumnシリーズ 秋のせんい祭

平成21年10月6日～10月7日

(社)岐阜ファッション産業連合会せんい祭実行委員会

イベントシリーズ「街が”つながる”」Autumnシリーズ 第53回ぎふ信長まつ
岐阜市
り
イベントシリーズ「街が”つながる”」Autumnシリーズ 岐阜市・富山市観光
岐阜市（商工観光政策課）
物産交流展
イベントシリーズ「街が”つながる”」Autumnシリーズ 岐阜市商店街うまい
岐阜市商店街振興組合連合会
もんプロジェクト

平成21年10月4日
平成21年10月3日～10月4日
平成21年10月3日～10月4日
平成21年10月3日

平成21年11月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

第９回関市民ゴルフ大会

関市民ゴルフ大会実行委員会

平成21年11月16日

郡上八幡城下町ウォーク

郡上市中央公民館

平成21年11月15日

「おにごっこ」運動大垣大会

「おにごっこ」運動推進委員会

平成21年11月14日

イベントシリーズ「街が”つながる”」Autumnシリーズ さわやかウォーキング
東海旅客鉄道(株)
粕森公園・展望台と河原町界隈鵜飼めぐり
イベントシリーズ「街が”つながる”」Autumnシリーズ 熊本マリ ピアノコン
じゅうろくプラザ
サート
プレ国体コラボ企画
香りの森公園 香り会館周辺
サイクルウォーク「ガイドと巡る山県の史跡」

平成21年11月14日
平成21年11月9日
平成21年11月8日

２００９音楽ウィーク・街角コンサート

各務原市

平成21年11月2日～11月8日

羽島市ファミリースポーツ広場

羽島市生涯スポーツ振興会議

平成21年11月1日

平成22年1月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

2010かみのほ元旦ジョギング大会

2010かみのほ元旦ジョギング大会実行委員会

平成22年1月1日

大野橋駅伝競走大会

本巣市・大野町

平成22年1月17日

体操フェスティバルin岐阜アリーナ～体操体験教室～

岐阜アリーナ

平成22年1月16日

羽島市スポーツ尐年団新春駅伝大会

羽島市スポーツ尐年団本部

平成22年1月24日

第４３回岐阜県青年祭事業「世界ぎふまつり！」

特定非営利活動法人 岐阜県青年のつどい協議会

平成22年1月31日

平成22年2月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

第32回岐阜県グラウンド・ゴルフ大会瑞穂市大会

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会

平成22年2月27日

第６回キンボール岐阜オープン

岐阜県レクリエーション協会

平成22年2月21日

平成22年3月開催のイベント
事業名
第７回ＹＯＮＥＸ ＣＯＰ瑞浪・土岐市長杯
全国中学校選抜ソフトテニス大会
the Star Festival 2010
Rising Star 親善ソフトバレーボール交流会

主催者

実施期間

全国中学校選抜ソフトテニス研修会

平成22年3月29日～3月31日

Rising Star

平成22年3月28日

第４回羽島市近隣地区親善グラウンド･ゴルフ交流大会

岐阜県レクリエーション協会

平成22年3月27日

ぐじょスポ感謝祭

岐阜市総合スポーツセンター

平成22年3月22日

第26回日本大正村クロスカントリー

日本大正村クロスカントリー実行委員会

平成22年3月21日

２０１０刃物のまち関シティマラソン

刃物のまち関シティマラソン実行委員会

平成22年3月21日

第32回岐阜県グラウンド・ゴルフ大会可児市大会

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会

平成22年3月20日

早春淡墨浪漫ウォーク

本巣市
(社)日本ウォーキング協会

平成22年3月13日～3月14日

第32回岐阜県グラウンド・ゴルフ大会岐阜市大会

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会

平成22年3月13日

かかみがはらシティマラソン２０１０

かかみがはらシティマラソン実行委員会

平成22年3月7日

ミナモドッヂビー大会

多治見市レクリエーション協会

平成22年3月6日

平成22年4月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

織部杯争奪第9回全国高校ソフトテニス大会

全国高等学校ソフトテニス織部杯実行委員会

平成22年4月1日～4月4日

関まつり・ふれあいジョギングフェスタ

関まつり・ふれあいジョギングフェスタ実行委員会

平成22年4月17日

第9回恵那峡ハーフマラソン

恵那峡ハーフマラソン大会実行委員会

平成22年4月18日

第36回岐阜県ターゲット・バードゴルフ大会

岐阜県ターゲット・バードゴルフ大会

平成22年4月25日

神戸町スポーツ尐年団親子ふれあい運動会

神戸町スポーツ尐年団

平成22年4月25日

長良川を美しくしよう運動

長良川を美しくしよう運動の会

平成22年4月29日

平成22年5月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

川辺町親子写生大会

川辺町商工会女性部

平成22年5月8日

第44回岐阜県身体障害者飛騨ブロック体育大会

岐阜県身体障害者福祉協議会飛騨ブロック

平成22年5月9日

みんなでミナモ★ダンシング教室

大垣市レクリエーション協会

平成22年5月15日

かも1グランプリ

かも１グランプリ実行委員会

平成22年5月16日

羽島市民ソフトボール大会（第1日）

羽島市・羽島市教育委員会

平成22年5月16日

羽島市民ソフトボール大会（第2日）

羽島市・羽島市教育委員会

平成22年5月23日

第４０回岐阜県みどりの祭り

岐阜県、土岐市ほか

平成22年5月22日

揖斐川チャレンジ２０１０カヌースラローム・ワイルドウォーター競技会

岐阜県カヌー協会

平成22年5月22日

羽島市レクリエーション協会

平成22年5月26日

羽島市レクリエーション協会

平成22年5月26日

第33回岐阜県グラウンド・ゴルフ大会 西濃ブロック大会

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会

平成22年5月27日～5月28日

第10回関市ラグビーフットボールフェスティバル

第11回関市ラグビーフットボールフェスティバル実行委
平成22年5月29日
員会

みんなでミナモ★ダンシング教室

大垣市レクリエーション協会

平成22年5月29日

第32回羽島市グラウンド・ゴルフ大会

羽島市グラウンド・ゴルフ協会

平成22年5月29日

第2回川本杯フェンシング大会

はしまモアスポーツクラブ

平成22年5月30日

羽島市全域チャレンジデー２０１０
グラウンド・ゴルフ大会
羽島市全域チャレンジデー２０１０
コスモＣＵＰボウリング大会

平成22年6月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

みんなでミナモ★ダンシング教室

大垣市レクリエーション協会

平成22年6月5日

第33回岐阜県グラウンド・ゴルフ大会 飛騨ブロック大会

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会

平成22年6月5日～6月6日

2010恵那市健康・福祉祭

恵那市

平成22年6月6日

砂防フェアinかいづ

岐阜県県土整備部砂防課・海津市

平成22年6月12日

みずっきーと遊ぶ「おにごっこ」

「おにごっこ」運動推進委員会

平成22年6月12日

第1回ジュニア３Ｂ体操岐阜県大会

日本３Ｂ体操協会岐阜県支部

平成22年6月12日

３Ｂ体操 花フェスタｏｎステージ

岐阜県、岐阜県教育委員会

平成22年6月12日

たかすスポレク祭

高鷲地域公民館、郡上市体育指導委員会高鷲地域部 平成22年6月13日

第33回岐阜県グラウンド・ゴルフ大会 岐阜Ｂブロック大会

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会

平成22年度白鳥地域ソフトバレーボール大会

白鳥地域公民館、郡上市教育委員会白鳥教育事務所 平成22年6月17日～6月18日

FC岐阜サッカー教室「おじゃましマッスル」（飛騨市内保育園6園）

ぎふ清流国体飛騨市実行委員会、FC岐阜

平成22年6月17日～7月29日

第1回羽島市レディス グラウンド・ゴルフ大会

羽島市グラウンド・ゴルフ協会

平成22年6月19日

岐阜県百年公園「菖蒲まつり」

岐阜県百年公園事務所

平成22年6月19日～6月20日

郡上八幡スポレク祭２０１０

八幡地域公民館、郡上市体育指導委員会八幡地域部 平成22年6月20日

平成22年度揖斐川町スポーツレクリエーション祭

揖斐川町、揖斐川町教育委員会

平成22年6月20日

第33回岐阜県グラウンド・ゴルフ大会 岐阜Ａブロック大会

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会

平成22年6月26日～6月27日

長良川清流ウォーク

ぎふ清流国体郡上市実行委員会、郡上市教育委員会

平成22年6月27日

平成22年6月15日～6月16日

平成22年7月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

２０１０かかみがはらアニメコンテスト

特定非営利活動法人Ｋ－ＩＴシティー・コンソーシアム

平成22年7月1日～8月10日

富加町民スポーツ大会 6人制ソフトバレーボールの部

富加町教育委員会

平成22年7月4日

たかすウォーキング

高鷲地域公民館、郡上市体育指導委員会高鷲地域部 平成22年7月10日

第33回岐阜県グラウンド・ゴルフ大会 中可東ブロック大会

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会

平成22年7月10日～7月12日

サマーワーク ～みんなで遊ぼう！スポーツしよう！！

一般社団法人飛騨シューレ

平成22年7月17日～18日

多治見市ドッヂビー交流大会

多治見市総合体育館

平成22年7月19日

第14回たかすソフトバレーボール大会

郡上市高鷲体育協会

平成22年7月22日

岐阜県知的障がい特別支援学校チャレンジ陸上競技大会

岐阜県特別支援学校体育連盟

平成22年7月23日

中濃地区剣道大会

富加町、富加町教育委員会

平成22年7月25日

わんぱくすもう大会

瑞穂市体育協会

平成22年7月30日

キッズパラダイス１０

ASOTOPS未来会館運営共同体

平成22年7月30日～8月1日

炎の祭典 第55回土岐市織部まつり

炎の祭典 第55回土岐市織部まつり協賛会

平成22年7月31日

平成22年8月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

第21回川辺町ふれあいレガッタ

川辺町ふれあいレガッタ実行委員会

平成22年8月1日

ぎふ・リスト音楽院マスターコース２０１０

(財）岐阜県教育文化財団

平成22年8月1日～8月7日

第51回瑞浪美濃源氏七夕まつり

瑞浪美濃源氏七夕まつり実行委員会

平成22年8月2日～8月8日

スポーツチャレンジぎふ２０１０

（社）岐阜青年会議所

平成22年8月7日

平成22年度鷺山夏祭り大会

鷺山まちづくり協議会

平成22年8月8日

長良川を美しくしよう運動

長良川を美しくしよう運動の会

平成22年8月8日

おもしろ科学館２０１０inみずなみ

経済産業省中部経済産業局、瑞浪市

平成22年8月13日～8月15日

第6回カローリング大会

七宗町教育委員会

平成22年8月21日

第9回飛騨・木曽川Ｅボート交流会

飛騨・木曽川Ｅボート交流会実行委員会

平成22年8月21日

たかすウォーキング

高鷲地域公民館、郡上市体育指導委員会高鷲地域部 平成22年8月22日

瑞浪市・晋州市ソフトテニス交流事業

日本体育協会・岐阜県体育協会

平成22年8月23日～27日

やまがたしミナモキッズ ミナモダンス発表会

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会山県市実行委員会

平成22年8月28日

第６回飛騨市バケツ注水競技大会

飛騨市危険物安全協会

平成22年8月29日

平成22年9月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

モアスポーツ杯小学生交流ハンドボール大会

はしまモアスポーツクラブ

平成22年9月4日～5日

アニメまつり２０１０inかかみがはら

特定非営利活動法人Ｋ－ＩＴシティー・コンソーシアム

平成22年9月4日

富加町民スポーツ大会 ソフトボールの部

富加町教育委員会

平成22年9月5日

Eボートグランプリ ２０１０ in 美濃白川

チャオ白川スポルトクラブ

平成22年9月5日

卓球フェスティバル２０１０in岐阜アリーナ

岐阜アリーナ

平成22年9月11日

第10回関市ラグビーフットボールフェスティバル
平成22年度全日本女子バレーボールチーム紅白戦

第11回関市ラグビーフットボールフェスティバル実行委
平成22年9月11日～12日
員会
NPO法人たかとみスポーツクラブ創立10周年記念イベ
平成22年9月19日
ント実行委員会

９ｔｈ GIFU クラフトフェア

ACTIVE G

平成22年度動物愛護フェスティバルin東濃

平成22年度動物愛護フェスティバルin東濃実行委員会 平成22年9月23日

FC岐阜フットサルフェスタ２０１０in岐阜アリーナ

平成22年9月１９日～20日

岐阜アリーナ（指定管理者ドルフィン（株））

平成22年9月25日

平成22年10月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

富加町民スポーツ大会 町民運動会の部

富加町教育委員会

平成22年10月3日

「おにごっこ」運動大垣大会

「おにごっこ」運動推進委員会

平成22年10月3日

第５回飛騨市民音楽祭

飛騨市民音楽祭実行委員会

平成22年10月3日

養老公園開設130周年記念 ふるさと養老秋まつり

養老町

平成22年10月9日～10日

2010岐阜県特別支援学校対抗第15回足長おじさん杯争奪バレーボール大 岐阜県特別支援学校対抗足長おじさん杯争奪バレー
平成22年10月10日
会
ボール大会事務局
瑞浪市、瑞浪市社会福祉協議会、みずなみ福祉まつり
第25回みずなみ福祉まつり
平成22年10月11日
実行委員会
市制６０周年（合併５周年）記念、ぎふ清流国体・ぎふ清流大会応援事業
関市教育委員会
平成22年10月11日
体育の日スペシャルイベント
スポーツレクリエーションまつり２０１０

各務原市

平成22年10月11日

岐阜県百年公園「オータムフェスティバル」

岐阜県百年公園事務所

平成22年10月16日～17日

第２０回うだつのまち美濃1/10健康マラソン

美濃市健康づくり推進協議会

平成22年10月17日

第30回岐阜矯正展

岐阜刑務所

平成22年10月23日

長良川を美しくしよう運動

長良川を美しくしよう運動の会

平成22年10月24日

下麻生区ふれあいフェスティバル＆第32回下麻生区民運動会

下麻生区ふれあいフェスティバル実行委員会

平成22年10月24日

羽島市民体育大会

羽島市・羽島市教育委員会

平成22年10月24日～11月7日

第1回尐年団スポーツフェスタ

羽島市スポーツ尐年団本部

平成22年10月31日

平成22年11月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

第４回各務原キムチ杯グラウンド・ゴルフ大会

各務原市グラウンド・ゴルフ協会

平成22年11月6日

第３２回津保川産業祭

第３２回津保川産業祭実行委員会

平成22年11月6日～7日

関にし秋の祭典

関にし秋の祭典実行委員会

平成22年11月6日～7日

土岐市民健康ウォーキング

土岐市、土岐市教育委員会

平成22年11月7日

第３３回市民バレーボール大会

美濃加茂市

平成22年11月7日

富加町民スポーツ大会 やわらかバレーボールの部

富加町教育委員会

平成22年11月14日

2010いびがわマラソン

揖斐川町、中日新聞社、岐阜陸上競技協会

平成22年11月14日

瑞浪市農業祭

瑞浪市農業祭実行委員会

平成22年11月14日

郡上八幡城下町ウォーク

郡上市・郡上市教育委員会・郡上市中央公民館

平成22年11月14日

車いすグラウンド・ゴルフ大会in長良公園

岐阜県レクリエーション協会

平成22年11月15日

第１５回たかすソフトバレーボール大会

郡上市高鷲体育協会

平成22年11月16日

第３回岐阜県グラウンド･ゴルフ中央大会

岐阜県グラウンド･ゴルフ協会

平成22年11月20日

２010バウンドテニス岐阜オープン

岐阜県バウンドテニス協会

平成22年11月20日～21日

第１０回関市民ゴルフ大会

関市民ゴルフ大会実行委員会

平成22年11月22日

第１５回たかすボウリング大会

郡上市高鷲体育協会

平成22年11月26日

第３３回羽島市グラウンド・ゴルフ大会

羽島市グラウンド・ゴルフ協会

平成22年11月27日

スポーツフェスティバル2010キッズアカデミー

中京高等学校

平成22年11月27日

第３７回土岐市民ロードレース大会

土岐市、土岐市教育委員会

平成22年11月28日

２０１０ほらどキウイマラソン

ほらどキウイマラソン実行委員会

平成22年11月28日

２０１０たじみ健康マラソン大会

多治見市・多治見市教育委員会・多治見市体育協会

平成22年11月28日

平成22年12月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

瑞穂市綱引き大会

瑞穂市体育協会

平成22年12月5日

揖斐川町ソフトバレーボール大会

揖斐川町

平成22年12月12日

バサラカーニバル２０１０

瑞浪市商店街連合会

平成22年12月19日

平成23年1月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

2011かみのほ元旦ジョギング大会

2011かみのほ元旦ジョギング大会

平成23年1月1日

瑞穂市民ボウリング大会

瑞穂市体育協会

平成23年1月10日

瑞穂市駅伝競走大会

瑞穂市体育協会

平成23年1月16日

羽島市スポーツ尐年団新春駅伝大会

羽島市スポーツ尐年団本部

平成23年1月23日

ぐじょスポ感謝祭

郡上市

平成23年1月24日

羽島市ソフトバレーボール大会

羽島市生涯スポーツ振興会議

平成23年1月30日

平成23年2月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

第4回グリーンキャンペーン

中京高等学校

平成23年2月1日～5日

ふれあいミニバスケットクリニック2011in岐阜アリーナ

岐阜アリーナ

平成23年2月11日

平成22年度瑞浪市トップアスリート事業

瑞浪市教育委員会

平成23年2月19日

第４９回土岐市一周駅伝大会

土岐市、土岐市教育委員会

平成23年2月20日

第２回ミナモドッヂビー大会

多治見市レクリエーション協会

平成23年2月20日

健康づくり体感講演会

多治見市事業公社

平成23年2月25日

ソフトテニス体験教室

ぎふ清流国体瑞浪市実行委員会・土岐市実行委員会

平成23年2月26日

第34回岐阜県グラウンド・ゴルフ大会〈神戸町大会〉

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会

平成23年3月26日

真正コーラスが贈るコーラス祭り

真正コーラス

平成23年2月27日

第７回キンボール岐阜オープン

岐阜県レクリエーション協会

平成23年2月27日

第２４回 ＩＢＩＧＡＷＡフリーマラソン

揖斐川町・揖斐川町教育委員会・揖斐川町体育協会

平成23年2月27日

平成23年3月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

第1回岐阜県グラウンド・ゴルフレディス交歓大会

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会

平成23年3月3日

飛騨川リレーカーニバル

ＮＰＯ法人萩原スポーツクラブ

平成23年3月3日

かかみがはらシティマラソン２０１１

かかみがはらシティマラソン実行委員会

平成23年3月6日

第27回川辺町尐年柔道（川辺町長杯争奪）大会

川辺町柔道協会

平成23年3月6日

第34回岐阜県グラウンド・ゴルフ大会〈岐阜市大会〉

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会

平成23年3月12日

第35回ひだ金山清流マラソン

下呂市・下呂教育委員会

平成23年3月13日

第34回岐阜県グラウンド・ゴルフ大会〈可児市大会〉

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会

平成23年3月19日

2011刃物のまち関シティマラソン

刃物のまち関シティマラソン実行委員会

平成23年3月20日

祝大正百年 第27回日本大正村クロスカントリー

日本大正村クロスカントリー実行委員会

平成23年3月20日

体操フェスティバル2011in岐阜アリーナ

岐阜アリーナ

平成23年3月26日

第5回羽島市近隣地区親善グラウンド・ゴルフ交流大会

羽島市グラウンド・ゴルフ協会

平成23年3月26日

The Star Festival 2011
Rising Star 親善ソフトバレーボール交流会
2012ぎふ清流国体・ぎふ清流大会１年前イベント実業団女子ソフトボール
招待試合
第１回東濃地区中学校選抜大会

ライジングスター

平成23年3月27日

揖斐川町

平成23年3月27日

土岐市ソフトテニス連盟

平成23年3月27日

第８回YONEX CUP瑞浪・土岐市長杯全国中学校選抜ソフトテニス大会

全国中学校選抜ソフトテニス研修会

平成23年3月29日～31日

ピンクリボン活動協賛女子ソフトボールチャリティ試合

大垣ミナモソフトボールクラブ

平成23年3月31日

平成23年4月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

織部杯争奪第１０回全国高校ソフトテニス大会

全国高等学校ソフトテニス織部杯実行委員会

平成23年4月1日～4日

羽島市運動公園完成式典
及びオープニングフェスタ

羽島市教育委員会・羽島市体育協会

平成23年4月2日～30日

第２８回岐阜オープンクラシック２０１１

岐阜新聞・ぎふチャン

平成23年4月9日～10日

桜まつり

瑞浪市陶町猿爪区

平成23年4月9日～10日

ヨネックス・タカギセイコーチームによる東日本大震災支援チャリティーサイ
瑞浪市体育協会・瑞浪市ソフトテニス連盟
ン会・ソフトテニス講習会

平成23年4月16日～17日

第９回岐阜県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会春大会
車いすバスケットボール競技

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年4月16日

第９回岐阜県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会春大会
ソフトボール競技

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年4月17日

第９回岐阜県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会春大会
グラウンドゴルフ競技

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年4月17日

第１０回恵那峡ハーフマラソン大会

恵那峡ハーフマラソン大会実行委員会

平成23年4月17日

ぎふスポーツフェア２０１１ バウンドテニスフェスティバル

ぎふスポーツフェア２０１１実行委員会

平成23年4月17日

中島知三杯（瑞浪市民ソフトテニス連盟会長杯）

瑞浪市ソフトテニス連盟

平成23年4月17日

県身体障がい者中濃ブロック体育大会

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年4月24日

第９回岐阜県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会春大会
フットベースボール競技

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年4月24日

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年4月24日

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年4月24日

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年4月29日

岐阜新聞・岐阜放送・岐阜陸上競技協会

平成23年4月29日

第９回岐阜県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会春大会
サッカー競技
第９回岐阜県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会春大会
バスケットボール競技
第９回岐阜県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会春大会
卓球競技(サウンドテーブルテニス含む）
第39回ぎふスポーツカーニバル

平成23年5月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

瑞穂市民ふれあいボウリング

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会瑞穂市実行委員会・瑞穂
平成23年5月1日
市教育委員会

天神窯祭り

日吉町まちづくり推進協議会

平成23年5月1日

竜吟峡谷開き

釜戸町まちづくり推進協議会

平成23年5月1日

こいのぼり祭り

瑞浪市教育委員会

平成23年5月3日～5日

FCフットサルフェスタ２０１１in岐阜アリーナ

岐阜アリーナ

平成23年5月4日

ゴールデンウィークスペシャル２０１１

関市教育委員会生涯学習課

平成23年5月5日

平成23年度第34回川辺町親子写生大会

川辺町商工会女性部

平成23年5月7日

瑞浪市民体育大会

瑞浪市体育協会・瑞浪市・瑞浪市教育委員会

平成23年5月8日

県身体障がい者西濃ブロック体育大会

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年5月8日

県身体障がい者東濃ブロック体育大会

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年5月8日

県身体障がい者飛騨ブロック体育大会

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年5月8日

第９回岐阜県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会春大会
バレーボール競技

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年5月8日

あおぞら運動会

瑞浪市地域子育て支援センター

平成23年5月10日

瑞浪市民体育大会

瑞浪市体育協会・瑞浪市・瑞浪市教育委員会

平成23年5月15日

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年5月15日

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年5月15日

県身体障がい者岐阜ブロック体育大会

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年5月15日

高橋尚子杯ぎふ清流マラソン

高橋尚子杯ぎふ清流マラソン実行委員会

平成23年5月15日

市民健康ウオーキング

関市教育委員会

平成23年5月15日

第82回羽島市民ソフトボール大会

羽島市体育協会

平成23年5月15日

平成23年度郡上市河川一斉清掃

郡上市

平成23年5月21日

第43回岐阜県身体障害者青壮年部大会

岐阜県身体障害者福祉協会青壮年部

平成23年5月22日

チャレンジデー２０１１ 羽島キンボール大会

羽島市レクリエーション協会

平成23年5月25日

第３回川本杯 はしまモアフェンシング大会

はしまモアスポーツクラブ

平成23年5月28日～29日

第１１回関市ラグビーフットボールフェスティバルチャリティマッチ

関市中池運動公園「グリーン・フィールド中池」及び多目
平成23年5月28日
的広場

第９回岐阜県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会春大会
ボウリング競技

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年5月29日

水泳教室

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年5月29日

第９回岐阜県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会春大会
アーチェリー競技

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年5月29日

アーチェリー教室

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年5月29日

第９回岐阜県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会春大会
バレーボール競技
第９回岐阜県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会春大会
ボウリング競技

平成23年6月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

第35回岐阜県グラウンド・ゴルフ大会 岐阜Ｂブロック

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会

平成23年6月1日

第35回岐阜県グラウンド・ゴルフ大会 飛騨ブロック

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会

平成23年6月4日

第58回全日本勤労者弓道選手権大会

ぎふ清流国体恵那市実行委員会

平成23年6月4日～5日

第３７回土岐川河川清掃

土岐川を美しくする会みずなみ（瑞浪市）

平成23年6月5日

みんなのスポーツインディアカ交流会

瑞浪市教育委員会

平成23年6月5日

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年6月5日

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年6月5日

フラワーロード整備事業

関市都市整備課

平成23年6月5日

大正浪漫シンポジウムin名古屋大会

大正百年事業実行委員会

平成23年6月5日

長良川清流ウォーク

ぎふ清流国体郡上市実行委員会・郡上市教育委員会

平成23年6月5日

第35回岐阜県グラウンド・ゴルフ大会 西濃ブロック

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会

平成23年6月8日

岐阜県百年公園「菖蒲まつり」

岐阜県百年公園

平成23年6月11日～12日

北信越・東海ブロック予選 バレーボール競技

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年6月11日～12日

北信越・東海ブロック予選 バスケット競技

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年6月11日～12日

北信越・東海ブロック予選 車いすバスケットボール競技

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年6月11日～12日

土岐市立西陵中学校ソフトテニス強化研修大会

土岐市立西陵中学校ソフトテニスクラブ

平成23年6月11日～26日

平成23年度瑞浪市消防操法大会

瑞浪市消防本部

平成23年6月12日

せき海づくり一周年記念フェスタ

せき海づくり一周年記念フェスタ実行委員会

平成23年6月12日

文化協会祭

瑞浪市文化協会

平成23年6月18日～19日

あじさい祭り

輪之内町本戸地区

平成23年6月19日

人形劇祭り

読書サークル・人形劇団わっふる

平成23年6月23日

第１１回明宝ミニバレーボール大会

ぎふ清流国体郡上市実行委員会

平成23年6月23日～24日

第16回たかすボウリング大会

郡上市体育協会高鷲支部

平成23年6月24日

平成２３年度西日本学生ソフトテニス選手権大会

西日本学生ソフトテニス連盟

平成23年6月24日～28日

関市板取あじさいまつり

あじさいまつり実行委員会

平成23年6月25日～26日

ミナモの編み物を作ろう

教育委員会・女性会議

平成23年6月26日

瑞浪市主張大会

瑞浪市・青尐年育成市民会議

平成23年6月26日

ミナモダンスコンテスト

ぎふ清流国体下呂市実行委員会

平成23年6月26日

第９回岐阜県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会春大会
陸上競技
第９回岐阜県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会春大会
フライングディスク競技

平成23年7月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

第8回乗鞍スカイラインサイクルヒルクライム

乗鞍ヒルクライム実行委員会

平成23年7月9日～10日

岐阜県身体障害者囲碁・将棋大会

岐阜県身体障害者福祉協会

平成23年7月17日

第4回多治見市ドッヂビー交流大会

多治見市総合体育館

平成23年7月18日

第３回わのうちスポーツ・レクリエーション祭

輪之内町スポーツクラブ、教育委員会

平成23年7月24日

岐阜県知的障がい特別支援学校チャレンジ陸上競技大会

岐阜県特別支援学校体育連盟

平成23年7月26日

稲津町夏祭り

明日の稲津を築くまちづくり推進協議会

平成23年7月30日

大地のめぐみ サマーフェスティバル

わらべうたの会

平成23年7月30日

日吉町夏祭り

瑞浪市日吉町

平成23年7月31日

中濃地区剣道大会

富加町

平成23年7月31日

河川環境研究所一日開放

岐阜県河川環境研究所

平成23年7月31日

飛騨高山ＹＡＮＳＡ２１フェスティバル

ぎふ清流国体高山市実行委員会

平成23年7月31日

卓球教室

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年7月

フライングディスク教室

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年7月

平成23年8月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

美濃市中日花火大会

美濃市観光協会・中日新聞社

平成23年8月1日

第５１回岐阜県身体障害者相談員研究大会

岐阜県身体障害者相談員連絡協議会

平成23年8月4日

第５２回瑞浪美濃源氏七夕まつり

瑞浪美濃源氏七夕まつり実行委員会

平成23年8月5日～7日

県営各務原公園第9回夏休みちびっ子金魚すくい大会

株式会社技研サービス

平成23年8月6日

第43回西日本大学ソフトボール選手権大会・男子の部（ぎふ清流国体競技
羽島市実行委員会
別リハーサル大会）

平成23年8月6日～9日

平成２３年度 鷺山夏祭り大会

鷺山まちづくり協議会

平成23年8月7日

もの作り教室 さかなさんをつくろう

飛騨市文化協会古川支部

平成23年8月7日

第22回川辺町ふれあいレガッタ

第22回川辺町ふれあいレガッタ実行委員会

平成23年8月7日

第22回関市武芸川ふるさと夏まつり花火大会

関市武芸川ふるさと夏まつり実行委員会

平成23年8月14日

卓球フェスティバル２０１１

ヒマラヤアリーナ（岐阜アリーナ）

平成23年8月20日

生涯学習講演会

生涯学習推進委員会・瑞浪市

平成23年8月21日

おもしろ科学館２０１１inみずなみ

中部経済産業局・瑞浪市

平成23年8月26日～28日

第10回飛騨・木曽川Ｅボート交流会

飛騨・木曽川Ｅボート交流会実行委員会

平成23年8月27日

みんなのスポーツソフトバレー交流会

瑞浪市教育委員会

平成23年8月28日

平成23年9月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

第3回元気養老スポーツまつり ふるさと養老ウォーキング大会

養老町教育委員会

平成23年9月3日

「釣って育てようみんなの清流～親子で楽しむ！釣り＆植樹大会～」

ぎふ清流国体郡上市実行委員会

平成23年9月4日

みつば学級「健康リクリエーション」

教育委員会

平成23年9月8日

岐阜県障がい者福祉フェア
第１１回関市ラグビーフットボールフェスティバルチャリティマッチ

岐阜県身体障害者福祉協会
平成23年9月9日～11日
岐阜県知的障害者支援協会
関市中池運動公園「グリーン・フィールド中池」及び多目
平成23年9月10日～11日
的広場

みんなのスポーツティーボール交流会

瑞浪市教育委員会

平成23年9月11日

カレッジエキスポ２０１１

岐阜県専修学校各種学校連合会

平成23年9月16日

輪之内中学校体育祭

輪之内中学校

平成23年9月17日

テクノプラザフェスタ

ドルフィン株式会社

平成23年9月17日

１0th GIFUクラフトフェア

アクティブG運営室

平成23年9月18日

第10回 UB岐阜ビリヤードフェスティバル

岐阜県ビリヤード協会

平成23年9月18日

平成２３年度動物愛護フェスティバルin中濃

平成２３年度動物愛護フェスティバルin中濃実行委員

平成23年9月23日

第５６回関市文化祭 山野草展

関市教育委員会

平成23年9月24日～25日

第５６回関市文化祭 諸流いけばな展

関市教育委員会

平成23年9月25日

町民ふれあい大運動会

明日の稲津を築くまちづくり推進協議会

平成23年9月25日

ミュージカル「アトム」

美濃市・美濃市教育委員会

平成23年9月25日

Ｅボートグランプリ 2011 ｉｎ 美濃白川

チャオ白川スポルトクラブ

平成23年9月25日

第３回関市長杯争奪市民ゴルフ大会

関市ゴルフ協会

平成23年9月28日

国体１年前記念 ぎふ清流国体輪之内町総決起大会

実行委員会

平成23年9月30日

平成23年10月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

稲津幼児園運動会

瑞浪市稲津幼児園

平成23年10月1日

日吉幼児園運動会

瑞浪市日吉幼児園

平成23年10月1日

陶幼児園運動会

瑞浪市陶幼児園

平成23年10月1日

瑞浪幼児園運動会

瑞浪市瑞浪幼児園

平成23年10月1日

桔梗幼児園運動会

瑞浪市桔梗幼児園

平成23年10月1日

竜吟幼児園運動会

瑞浪市竜吟幼児園

平成23年10月1日

みどり保育園運動会

瑞浪市みどり保育園

平成23年10月1日

一色保育園運動会

瑞浪市一色保育園

平成23年10月1日

輪之内町ふれあいフェスタ

輪之内町

平成23年10月1日～2日

第16回長良川ふれあいマラソン大会

長良川ふれあいマラソン大会実行委員会

平成23年10月2日

第34回中日本グランドソフトボール岐阜大会

岐阜県ソフトボール協会

平成23年10月2日

第19回岐阜県サイコリンピック

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年10月6日

美濃和紙あかりアート展

美濃市観光協会、美濃和紙あかりアート展実行委員会 平成23年10月8日～9日

岐阜県フラワーブーケデザインコンテスト学生大会

農政部農産園芸課

平成23年10月8日～9日

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会in刃物まつり

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会関市実行委員会

平成23年10月8日～9日

GO！ご～どんとこい祭り

GO！ご～どんとこい祭り 実行委員会

平成23年10月8日～9日

瑞浪市健康福祉大会

瑞浪市

平成23年10月10日

瑞浪市健康まつり

瑞浪市総合文化センター

平成23年10月10日

体育の日スペシャルイベント

関市教育委員会 スポーツ振興課

平成23年10月10日

あおぞら運動会

瑞浪市地域子育て支援センター

平成23年10月14日

岐阜県百年公園「オータムフェスティバル」

岐阜県百年公園事務所

平成23年10月15日

陶町文化祭

瑞浪市陶公民館

平成23年10月15日～16日

第３回ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会

岐阜陸上競技協会

平成23年10月15日～16日

平成23年 第44回 日本女子ソフトボールリーグ 第9節 岐阜大会

岐阜県ソフトボール協会

平成23年10月15日～16日

第９回岐阜県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会秋大会
ドリームスポーツ大会

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年10月16日

市民健康ウォーキング(秋季)

関市教育委員会

平成23年10月16日

森林を育て動物を守るサスティナビリティー

土岐市国際交流協会

平成23年10月16日

河川美化活動

海津市立東江小学校

平成23年10月19日

第６１回関市美術展

関市教育委員会

平成23年10月19日～23日

稲津町文化祭

瑞浪市稲津公民館

平成23年10月22日

第５６回関市文化祭 盆栽展１部

関市教育委員会

平成23年10月22日～23日

第５６回関市文化祭 邦楽・獅子舞大会

関市教育委員会

平成23年10月23日

平成記念公園 日本昭和村

平成記念公園 日本昭和村

平成23年10月23日

第30回調理技術コンクール

社団法人岐阜県調理師連合会

平成23年10月26日

第31回岐阜矯正展

岐阜刑務所

平成23年10月29日

第30回中央公民館文化祭

瑞浪市中央公民館

平成23年10月29日～30日

第10回 全国アマチュアビリヤード都道府県選手権大会

岐阜県ビリヤード協会

平成23年10月29日～30日

みんなのスポーツ野球交流会

瑞浪市教育委員会

平成23年10月30日

釜戸町文化祭

瑞浪市釜戸公民館

平成23年10月30日

日吉町文化祭

瑞浪市日吉公民館

平成23年10月30日

第５６回関市文化祭 邦楽大会

関市教育委員会

平成23年10月30日

第５６回関市文化祭 市民茶会

関市教育委員会

平成23年10月30日

第２回尐年団スポーツフェスタ

羽島市スポーツ尐年団

平成23年10月30日

平成23年11月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

輪之内町 ミナモ杯

教育委員会

平成23年11月3日

第５６回関市文化祭 文芸大会

関市教育委員会

平成23年11月3日

県営各務原公園第9回秋祭りフェスティバル

株式会社技研サービス

平成23年11月3日

第５６回関市文化祭 菊花展

関市教育委員会

平成23年11月3日～13日

輪之内町文化祭

教育委員会

平成23年11月5日～6日

第５６回関市文化祭 盆栽展２部

関市教育委員会

平成23年11月5日～6日

第5回各務原キムチ杯グラウンド・ゴルフ大会

各務原市グラウンド・ゴルフ協会

平成23年11月5日～6日

みんなのスポーツ野球交流会

瑞浪市教育委員会

平成23年11月6日

第９回全国身体障害者グラウンド・ゴルフ岐阜大会

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年11月6日

第34回岐阜県女声コーラス連盟合唱祭

岐阜県女声コーラス連盟

平成23年11月6日

上之保ふれあいのまちづくり 『スポーツと祭り文化の祭典』

上之保ふれあいのまちづくり推進委員会

平成23年11月6日

第３４回市民バレーボール大会

美濃加茂市

平成23年11月6日

第56回瑞浪市美術展

瑞浪市・瑞浪市教育委員会

平成23年11月10日～13日

２０１１岐阜県特別支援学校対抗 第16回 足長おじさん杯争奪
ボール大会

バレー

岐阜県特別支援学校対抗足長おじさん杯バレーボール
平成23年11月12日
大会事務局

第５６回関市文化祭 洋楽祭

関市教育委員会

平成23年11月13日

「おにごっこ」関ヶ原合戦 プレ大会

「おにごっこ」運動推進委員会

平成23年11月13日

飛騨能公演・おもしろ能楽体験講座

飛騨市文化協会

平成23年11月16日～20日

第２回ぎふ清流国体ソフトテニス強化研修大会

土岐市立西陵中学校ソフトテニスクラブ

平成23年11月19日

大正百年まちづくり交流会in日本大正村

大正百年事業実行委員会

平成23年11月20日

第56回美濃市芸能大会

第56回美濃市芸能大会実行委員会

平成23年11月20日

第６回岐阜県車椅子バスケットボール和歌鮎大会

多治見市総合体育館指定管理者（株）コパン、岐阜シャ
平成23年11月20日
イン

第35回 羽島市グラウンド・ゴルフ大会

羽島市グラウンド・ゴルフ協会

平成23年11月26日

第6回各務原キムチまつり

株式会社オアシスパーク

平成23年11月26日～27日

２０１１ほらどキウイマラソン大会

ほらどキウイマラソン実行委員会

平成23年11月27日

第6回ゆず祭り

上之保ゆず祭り実行委員会

平成23年11月27日

アーチェリー教室

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年11月19日

車いすバスケットボール教室

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年11月27日

ボウリング教室

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年11月

(予備日 11月27日)

平成23年12月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

２０１１ バウンドテニス 岐阜ダブルスオープン

岐阜県バウンドテニス協会

平成23年12月3日～4日

第61回岐阜県身体障害者福祉大会

岐阜県身体障害者福祉協会

平成23年12月4日

２０１１たじみ健康マラソン大会

（財）多治見市体育協会

平成23年12月4日

ミナモ杯 争奪 パークゴルフ大会

養老公園事務所

平成23年12月4日

市民健康ウオーキング(冬季)

関市教育委員会

平成23年12月4日

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会

平成23年12月6日

輪之内町クリスマスフェスティバル

教育委員会、子ども会

平成23年12月11日

婚活クリスマスパーティー in 花フェスタ

花フェスタ記念公園

平成23年12月11日

第２回ぎふ清流国体ソフトテニス強化研修大会

土岐市立西陵中学校ソフトテニスクラブ

平成23年12月17日

第４回岐阜県グラウンド・ゴルフ中央大会

(予備日 12月7日)

ぎふ清流国体多治見市開催競技会等啓発ポスターデザイン展示会及び表
ぎふ清流国体多治見市実行委員会
彰式

平成23年12月16日～18日

バラサカーニバル２０１１

瑞浪市商店街連合会

平成23年12月18日

アンサンブルジョカ－レ クリスマスコンサート

花フェスタ記念公園

平成23年12月18日

平成24年1月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

2012かみのほ元旦ジョギング大会

2012かみのほ元旦ジョギング大会

平成24年1月1日

赤河元旦ゆっくりマラソン

赤河元旦マラソン有志会

平成24年1月1日

消防出初め式

白川町

平成24年1月5日

白川町茶手もみ製茶技術競技会

白川茶手もみ保存会

平成24年1月7日

新春まつり

花フェスタ記念公園

平成24年1月7日～8日

みのかも昭和村ハーフマラソン大会

㈱ファーム 平成記念公園日本昭和村

平成24年1月8日

白川町成人式

白川町

平成24年1月8日

第３４回 輪之内 新春マラソン大会

輪之内町・教育委員会

平成24年1月9日

市民参加によるぎふ清流国体スピードスケート競技会のぼり旗設置作業

ぎふ清流国体恵那市実行委員会

平成24年1月10日

ぎふの米粉スイーツ＆ベーカリーコンテスト（イベント）

岐阜県

平成24年1月14日～15日

市民参加型コンサート

瑞浪市教育委員会

平成24年1月15日

第30回関市駅伝競走大会

関市体育協会、関市自治会連合会、関市中学校体育
連盟、関市教育委員会

平成24年1月15日

ふれあい軽スポーツ大会

白川町

平成24年1月21日

第18回「水都っ子集まれ！」手づくりたこあげ大会

大垣市子ども会育成連絡協議会

平成24年1月21日～28日

凧づくりと凧あげ

養老公園事務所

平成24年1月22日

ぐじょスポ感謝祭2012

ぎふ清流国体郡上市実行委員会

平成24年1月22日

第289回市民の劇場 第4回ぎふジャズフェスティバル

財団法人岐阜市公共ホール管理財団

平成24年1月22日

灼熱オドリタイム2012

多治見市文化会館

平成24年1月22日

ぎふグリーン・ツーリズムネットワーク高山大会

岐阜県、
岐阜県グリーン・ツーリズム推進連絡会議

平成24年1月25日～26日

グリーン購入啓発展
「すすめよう！環境にやさしいお買い物」

岐阜県、東海三県一市グリーン購入キャンペーン実行
平成24年1月28日
委員会

第32回ジュニア油絵展

大垣市

平成24年1月28日～29日

わいわい豆まき

養老公園事務所

平成24年1月29日

第７回本巣市文化協会 部門別(音楽）芸能祭 華やぎ会

本巣市文化協会

平成24年1月29日

HIBINO ARTゼミ （第1回「岐阜とアート」）

岐阜県美術館 中日新聞社
ヒビノスペシャル 岐阜県美術館後援会

平成24年1月29日

平成24年2月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

第1回海津市ミナモ・キッズマラソン大会

海津市

グリーン購入啓発展
「すすめよう！環境にやさしいお買い物」

岐阜県、東海三県一市グリーン購入キャンペーン実行
平成24年2月4日
委員会

吹奏楽部第22回定期演奏会

岐阜県立各務原高等学校

平成24年2月4日

巣单サッカースポーツ尐年団創立三十周年記念大会

巣单サッカースポーツ尐年団

平成24年2月4日～2月5日

親子で楽しむクラシック

岐阜県

平成24年2月4日～2月5日

みんなで歩こう 冬の爽快ウォーキング

花フェスタ記念公園

平成24年2月5日

第21回 羽島市ソフトバレーボール大会

羽島市生涯スポーツ振興会議

平成24年2月5日

平成23年度第2回文化団体等の交流会

財団法人岐阜県教育文化財団

平成24年2月6日

第23回 若獅子駅伝競走大会

羽島ライオンズクラブ

平成24年2月11日

尐年剣道黒川大会

白川町

平成24年2月11日

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

財団法人岐阜市公共ホール管理財団

2012/2/11（土・日）

第28回三河湾健康マラソン大会

蒲郡市教育委員会文化スポーツ課

平成24年2月12日

HIBINO ARTゼミ （第2回「日比野とアート」）

岐阜県美術館 中日新聞社
ヒビノスペシャル 岐阜県美術館後援会

平成24年2月14日

本巣市文化協会 春の文化祭

本巣市文化協会

平成24年2月17日～2月19日

町民剣道大会

白川町

平成24年2月18日

スポサルカップ

チャオ白川スポルトクラブ

平成24年2月18日

第33回中日西濃駅伝

大垣市陸上競技協会

平成24年2月19日

第50回土岐市一周駅伝大会

土岐市・土岐市教育委員会

平成24年2月19日

音楽劇・人形劇をみよう

養老公園事務所

平成24年2月19日

ほほえみジュニア文化祭2012

本巣市青尐年育成市民会議

平成24年2月19日

HIBINO ARTゼミ （第3回「社会とアート」）

岐阜県美術館 中日新聞社
ヒビノスペシャル 岐阜県美術館後援会

平成24年2月25日

第36回岐阜県グラウンド・ゴルフ大会＜羽島市大会＞

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会

平成24年2月25日
※予備日2月26日

白川地区公民館まつり

白川地区公民館

平成24年2月25日～2月26日

第9回全日本学生落語選手権 策伝大賞

岐阜市笑いと感動のまちづくり実行委員会

平成24年2月25日～2月26日

財団法人岐阜県教育文化財団

平成24年2月25日～2月26日

第2回織部の日記念事業

第２４回土岐市織部の日実行委員会

平成24年2月25日～5月13日

土岐市美濃陶磁歴史館特別展「美濃桃山陶の生産」

土岐市教育委員会

平成24年2月25日～5月13日

みんなのスポーツインディアカ交流会

瑞浪市教育委員会

平成24年2月26日

HIBINO ARTゼミ （第4回「子どもとアート」）

岐阜県美術館 中日新聞社
ヒビノスペシャル 岐阜県美術館後援会

平成24年2月26日

陶一周駅伝大会

瑞浪市体育協会

平成24年2月26日

VIVA！関！Cheering Festival

関商工会議所青年部

平成24年2月26日

森・川・海ひだみの流域シンポジウム

岐阜県及び森・川・海ひだみの流域連携協議会

平成24年2月26日

七宝焼きで楽しもう

養老公園事務所

平成24年2月26日

第8回キンボール岐阜オープン

岐阜県キンボール連盟

平成24年2月26日

全国吟詠コンクール岐阜県地区予選大会

岐阜県吟剣詩舞道総連盟

平成24年2月26日

第16回岐阜県民文化祭・ぎふ文化の祭典
だ・みの創作オペラ [山のしずく」

第4回ひ

平成24年2月4日

平成24年3月開催のイベント
事業名
第16回岐阜県民文化祭
度第20回岐阜県文芸祭表彰式及び作品講評会

主催者
平成23年

実施期間

財団法人岐阜県教育文化財団

平成24年3月3日

市民公開講座

山県医師会

平成24年3月3日

第60回ぎふ梅まつり

ぎふ梅まつり実行委員会

平成24年3月3日～3月4日

木工芸術スクール技能作品展

岐阜県立木工芸術スクール

平成24年3月4日

美濃白川茶手もみ製茶技術競技会

白川茶てもみ保存会

平成24年3月4日

新体操公演２０１２

特定非営利活動法人ＮＰＯ総合体操クラブ

平成24年3月4日

第14回飛騨川リレーカーニバル

ぎふ清流国体下呂市実行委員会、ＮＰＯ法人萩原ス
ポーツクラブ（下呂市委託事業）

平成24年3月4日

和太鼓LIVE 2012 ～清流～

和太鼓LIVEin羽島実行委員会

平成24年3月4日

全国吟詠コンクール岐阜県地区予選大会

岐阜県吟剣詩舞道総連盟

平成24年3月4日

第26回全飛囲碁地区対抗戦

飛騨地区囲碁同好会

平成24年3月4日

川辺町文化祭

ぎふ清流国体川辺町実行委員会

平成24年3月10日～11日

『絆』飛騨高山から”みちのく”へ！笑顔を届ける絆プロジェクト

絆プロジェクト実行委員会

平成24年3月10日～11日

第36回ひだ金山清流マラソン

ぎふ清流国体下呂市実行委員会

平成24年3月11日

第100回レクリエーションダンス講習会

GIFUレクリエーションダンスクラブ

平成24年3月11日

わくわくシアター

養老公園事務所

平成24年3月17日

長良川ふれあいコンサート

財団法人岐阜県教育文化財団

平成24年3月17日

うつ・自殺予防対策講演会

山県市保健福祉部健康課

平成24年3月17日

わくわくシアター

養老公園事務所

平成24年3月17日

第15回早春淡墨桜浪漫ウォーク

早春淡墨桜浪漫ウォーク実行委員会

平成24年3月17日～3月18日

みんなのスポーツソフトバレー交流会

瑞浪市教育委員会

平成24年3月18日

HIBINO ARTゼミ （第5回「未来とアート」）

岐阜県美術館 中日新聞社
ヒビノスペシャル 岐阜県美術館後援会

平成24年3月18日

美濃市民音楽劇ハイライト「12年の歩み」

美濃市創作音楽劇実行委員会・美濃市・美濃市教育委
平成24年3月18日
員会

ザ チェコトリオ コンサート

岐阜県チェコ友好協会

平成24年3月18日

全国吟詠コンクール岐阜県地区予選大会

岐阜県吟剣詩舞道総連盟

平成24年3月18日

東海環状自動車道大垣西IC(仮称)～養老JCT（仮称）
来て！見て！さわって！東海環状現場見学会

国土交通省岐阜国道事務所
中日本高速道路株式会社岐阜工事事務所

平成24年3月18日

第28回日本大正村クロスカントリー

日本大正村クロスカントリー実行委員会

平成24年3月18日

ぎふ・プラハ音楽院セミナー

財団法人岐阜県教育文化財団

平成24年3月19日～3月21日

みんなで歩こう 早春の爽快ウォーキング

花フェスタ記念公園

平成24年3月20日

第2回東濃地区中学校ソフトテニス選抜大会

土岐市ソフトテニス連盟

平成24年3月20日

トップアスリート交流事業（バレーボール）

瑞浪市教育委員会

平成24年3月24日

国体推進 春のスポーツ祭

平成記念公園 日本昭和村

平成24年3月24日～3月25日

全国吟詠コンクール岐阜県地区予選大会

岐阜県吟剣詩舞道総連盟

平成24年3月25日

第9回YONEX CUP瑞浪・土岐市長杯
全国中学校選抜ソフトテニス大会

ぎふ清流国体瑞浪市実行委員会

平成24年3月29日～31日

障害者初級スポーツ指導員養成講習

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年3月

平成24年4月開催のイベント
国体応援美濃加茂市民の日

平成記念公園 日本昭和村

平成24年4月1日

主婦向けのリラックスやリフレッシュ講座

特定非営利活動法人クローバ

平成24年4月1日

岐阜市３有料道路無料化式典

岐阜市３有料道路無料化式典実行委員会

平成24年4月1日

織部杯争奪第10回全国高校ソフトテニス大会

ぎふ清流国体瑞浪市実行委員会

平成24年4月1日～4日

水戸野シダレサクラ祭り

実行委員会

平成24年4月上旬※未定

第11回千本桜まつり

ぎふ清流国体輪之内町実行委員会

平成24年4月7日

第1回総合型地域SCソフトボール交流会

羽島市総合型地域SC交流会実行委員会

平成24年4月7日

養老茶房孝行庵

養老公園事務所

平成24年4月7日

第60回 多治見陶器まつり

多治見陶器まつり実行委員会

平成24年4月7日～8日

道三まつり協賛 柳ぶら楽市

岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会

平成24年4月7日～8日

第29回岐阜オープンクラシック2012

岐阜新聞社 事業局

平成24年4月7日～8日

桜ウォーキング・サイクリング大会 in 百年公園

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会関市実行委員会

平成24年4月8日

国体開催記念 中村玉緒トークショー

平成記念公園 日本昭和村

平成24年4月8日

シニア＆レディースオープン

岐阜セントフィールドカントリー倶楽部

平成24年4月11日

第14回岐阜県レクリエーションフェスティバル

特定非営利活動法人 岐阜県レクリエーション協会

平成24年4月14日

国体開催記念花まつり･花火大会

平成記念公園 日本昭和村

平成24年4月14日

第10回岐阜県障害者スポーツ大会春大会
車いすバスケットボール競技
バスケットボール競技

岐阜県障害者スポーツ協会

平成24年4月14日

獅子舞奉納

ぎふ清流国体瑞浪市実行委員会

平成24年4月15日

文学奉納

ぎふ清流国体瑞浪市事項委員会

平成24年4月15日

ぎふスポーツフェア２０１２バウンドテニスフェスティバル

ぎふスポーツフェア２０１２実行委員会

平成24年4月15日

佐藤良二さくら道夢マラソン

さくら道夢マラソン実行委員会

平成24年4月15日

国体啓発グッズの配布

（財）花の都ぎふ花と緑の推進センター、花フェスタ記念
平成24年4月15日
公園運営管理グループ

第10回岐阜県障害者スポーツ大会春
バレーボール競技
ソフトボール競技

岐阜県障害者スポーツ協会

平成24年4月15日

第10回岐阜県障害者スポーツ大会春
バレーボール競技

岐阜県障害者スポーツ協会

平成24年4月21日

やななと遊ぼう 柳ぶら楽市

岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会

平成24年4月21日

国体開催記念昭和村誕生祭

平成記念公園 日本昭和村

平成24年4月21日～22日

国体応援無料感謝デー

（財）花の都ぎふ花と緑の推進センター、花フェスタ記念
平成24年4月21日～22日
公園運営管理グループ

第10回岐阜県障害者スポーツ大会春
グランドソフトボール競技
フットベースボール競技
サッカー競技

岐阜県障害者スポーツ協会

平成24年4月22日

第19回岐阜県支部邦楽演奏会

公益社団法人日本尺八連盟岐阜県支部

平成24年4月22日

ハートフルレクチャー「ランニングの魅力」

岐阜市生涯学習センター

平成24年4月22日

さかなワクワク公園スプリングフェスタ

美濃白川クオーレの里

平成24年4月中旬

山菜フェア

野菜村チャオ

平成24年4月中旬

岐阜広告写真家協会展２０１２

岐阜広告写真家協会

平成24年4月25日～28日

ミナモ観覧車運行式典

㈱オアシスパーク

平成24年4月26日

国体応援第47回洋ラン開会式

（財）花の都ぎふ花と緑の推進センター、花フェスタ記念
平成24年4月27日
公園運営管理グループ

国体開催記念昭和まつり

平成記念公園 日本昭和村

平成24年4月28日～30日

食の博覧会 全国ご当地グルメうまいもん祭り

株式会社 岐阜新聞社

平成24年4月28日～30日

天神窯春まつり

日吉町まちづくり推進協議会

平成24年4月29日

東海北陸ダービー「FC岐阜VSカターレ富山」 戦における岐阜・富山連携
事業

富山県（知事政策局）

平成24年4月30日

岐阜県女性農業経営アドバイザー感謝贈呈式及び認定証交付式

岐阜県

4月下旬

平成24年5月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

林業フェスティバル

実行委員会

平成24年5月3日

第22回つけち森林の市

つけち森林の市実行委員会

平成24年5月3日～5日

こいのぼり祭り

瑞浪市教育委員会

平成24年5月3日～5日

国体開催記念 河川環境楽園スタンプラリー

河川環境楽園イベント実行委員会

平成24年5月3日～5日

国体応援昭和村のGW

平成記念公園 日本昭和村

平成24年5月3日～6日

第13回 春の山之口川あまごマス釣り大会

益田川漁業協同組合

平成24年5月4日

第14回日本オープンディスクゴルフトーナメント

ぎふ清流国体郡上市実行委員会

平成24年5月4日～5日

全国吟詠コンクール岐阜県決勝大会

岐阜県吟剣詩舞道総連盟

平成24年5月5日

柳ぶら楽市 （ミナモと一緒）

岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会

平成24年5月5日

「阿木 田嶋農園のシャクナゲハイキング」

明知鉄道株式会社

平成24年5月6日

竜吟峡滝開き

（瑞浪市）釜戸町まちづくり推進協議会

平成24年5月6日

ミナモ立体花壇設置イベント

（財）花の都ぎふ花と緑の推進センター、花フェスタ記念
平成24年5月9日
公園運営管理グループ

プロ野球公式戦 「中日×東京ヤクルト」

中日新聞社普及事業部

平成24年5月9日

あおぞら運動会

瑞浪市地域子育て支援センター

平成24年5月10日

平成24年度看護の日岐阜県大会

社団法人 岐阜県看護協会

平成24年5月12日

第101回レクリエーションダンス講習会

GIFUレクリエーションダンスクラブ

平成24年5月12日

美濃白川茶新茶まつり

白川町茶業振興会

平成24年5月12日～13日

大垣まつり

大垣市

平成24年5月12日～13日

みずなみミナモロードレース大会

瑞浪市・瑞浪市体育協会

平成24年5月13日

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会開催記念
森林づくり活動 in 「ドコモの森」（仮称）

恵みの森づくりコンソーシアム

平成24年5月13日

平成24年度第35回川辺町親子写生大会

川辺町商工会女性部

平成24年5月19日

平成24年度河川一斉清掃（郡上市）

郡上市職員互助会

平成24年5月19日

高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン応援 柳ぶら楽市

岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会

平成24年5月19日～20日

市民行動日「ごみゼロの日」活動

関市自治会連合会

平成24年5月20日

第27回 わんぱく相撲 関場所

社団法人 関青年会議所

平成24年5月20日

箏・三絃・尺八による邦楽演奏会 第31回

岐阜邦楽三曲会

平成24年5月20日

全国剣詩舞コンクール岐阜県大会

岐阜県吟剣詩舞道総連盟

平成24年5月20日

岐阜県剣詩舞道コンクール決勝大会

岐阜県吟剣詩舞道総連盟

平成24年5月20日

Touch ～地球の上で～

インターナルコーディネイト協会

平成24年5月20日

第44回岐阜県身体障害者青壮年部大会

岐阜県身体障害者福祉協会
青壮年部

平成24年5月20日

町民歩け歩け運動

北方町教育委員会

平成24年5月20日

ミナモロード設置
第21回バラ制定都市会議国体PR

（財）花の都ぎふ花と緑の推進センター、花フェスタ記念
平成24年5月22日
公園運営管理グループ
（財）花の都ぎふ花と緑の推進センター、花フェスタ記念
平成24年5月25日～27日
公園運営管理グループ

春のちびっ子ふれあいまつり２０１２

株式会社技研サービス

ミナモのお店出店

（財）花の都ぎふ花と緑の推進センター、花フェスタ記念
平成24年5月26日～27日
公園運営管理グループ

平成24年5月26日

町消防操法大会

白川町

平成24年5月27日

第3回東海ブロック こども茶道教室 in 岐阜

茶道裏千家淡交会岐阜支部

平成24年5月27日

第23回岐阜県二輪車安全運転大会

岐阜県警察本部

平成24年5月27日

勅使川原郁恵さんによるノルディックウォーキング講習会

四美の里ウォーキングイベント実行委員会

平成24年5月27日

稲津ふれあい映画館

（瑞浪市）明日の稲津を築くまちづくり推進協議会

平成24年5月27日

チャレンジデー2012 羽島キンボール大会

羽島市チャレンジデー実行委員会

平成24年5月30日

チャレンジデー2012 第36回羽島市グラウンド・ゴルフ大会

羽島市チャレンジデー実行委員会

平成24年5月30日

岐阜県農業士感謝贈呈式及び認定証交付式

岐阜県

5月下旬

花咲まつり「池坊いけばな展」

花咲の会

5月下旬

平成24年6月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

柳ぶら楽市 （ミナモと一緒）

岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会

平成24年6月2日

砂防フェア in かいづ

海津市、岐阜県

平成24年6月2日

第３８回土岐川河川清掃

土岐川を美しくする会みずなみ（瑞浪市）

平成24年6月3日

第2回春期 羽島市民ボウリング大会

羽島市ボウリング連盟

平成24年6月3日

第8回バットの森づくり

ＮＰＯ法人ドングリの会

平成24年6月3日

みんなのスポーツ インディアカ交流会

瑞浪市教育委員会

平成24年6月3日

第41回岐阜県みどりの祭り

第41回岐阜県みどりの祭り実行委員会

平成24年6月9日

岐阜県百年公園 菖蒲まつり

岐阜県百年公園事務所

平成2４年6月9日～10日

（仮）111日前ウォーキング大会

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会関市実行委員会

平成24年6月10日

ぎふ清流国体ミナモダンスコンテスト

ぎふ清流国体下呂市実行委員会

平成24年6月10日

第102回レクリエーションダンス講習会

GIFUレクリエーションダンスクラブ

平成24年6月10日

平成24年瑞浪市消防操法大会

瑞浪市消防本部

平成24年6月10日

文化協会祭

瑞浪市文化協会

平成2４年6月14日～17日

やななと遊ぼう 柳ぶら楽市

岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会

平成24年6月16日

第4回あじさいまつり2012

ぎふ清流国体輪之内町実行委員会

平成24年6月17日

第19回関市民吹奏楽団定期演奏会

関市民吹奏楽団

平成24年6月17日

第20回わんぱく相撲岐阜ブロック記念大会

社団法人関青年会議所

平成24年6月17日

飛騨高山 日本の太鼓響演

飛騨・世界生活文化文化センター 指定管理者
飛騨コンソーシアム

平成24年6月17日

瑞浪市農産物等直売所「きなぁた瑞浪」オープン

みずなみアグリ株式会社

平成24年6月20日

本巣市商工会女性部 奉仕活動

本巣市商工会女性部

平成24年6月22日

トップアスリート交流事業

瑞浪市教育委員会

平成24年6月23日

６・２６ヤング街頭キャンペーン

岐阜県

平成2４年6月23日～24日

関市板取あじさいまつり

あじさいまつり実行委員会

平成2４年6月23日～24日

第31回地区茶会(西濃) 清流茶会

表千家同門会岐阜県支部

平成24年6月24日

瑞浪市主張大会

瑞浪市・青尐年育成市民会議

平成24年6月24日

第25回 西濃綱引選手権大会

大垣市綱引連盟

平成24年6月24日

柳ヶ瀬１２３計画Ⅲ（最終章）協賛 柳ぶら楽市

岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会

平成24年6月30日

朴葉寿司フェスタ

観光協会

平成24年6月中旬

ふれあいリトミック

岐阜県特別支援学校体育連盟

平成24年6月中旬

地区フライングディスク競技会(仮

岐阜県特別支援学校体育連盟

平成24年6月中旬

平成24年7月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

柳ヶ瀬１２３計画Ⅲ（最終章）協賛 柳ぶら楽市

岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会

平成24年7月1日

町民スポーツ大会「6人制ソフトバレーボールの部」

富加町

平成24年7月1日

本巣市商工会女性部 奉仕活動

本巣市商工会女性部

平成24年7月3日

町民ゴルフ大会

白川町

平成24年7月7日

柳ぶら楽市 （ミナモと一緒）

岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会

平成24年7月7日

清流七夕ナイト in 中津川

清流七夕ナイト in 中津川実行委員会

平成24年7月7日

長鉄サイクリング列車

長良川鉄道株式会社

平成24年7月7日～8日

大正琴一位会第26回西濃大会

大正琴一位会

平成24年7月7日～8日

第9回乗鞍スカイラインサイクルヒルクライム

乗鞍ヒルクライム実行委員会

平成24年7月7日～8日

障害者スポーツフェスティバル

岐阜県障害者スポーツ協会

平成24年7月14日

夏の花火大会

平成記念公園 日本昭和村

平成24年7月14日

第37回飛騨古川ＪＣーＣＵＰ

（社）飛騨古川青年会議所

平成24年7月14日～16日

東海北陸ダービー「FC岐阜VSカターレ富山」 戦における岐阜・富山連携
事業

岐阜県（総合政策課）

平成24年7月15日

Ballet Academy RELEVE 岐阜第11回定期公演

バレエ・アカデミーRELEVE

平成24年7月15日

岐阜県身体障害者囲碁・将棋大会

岐阜県身体障害者福祉協会

平成24年7月15日

第5回 多治見市ドッヂビー交流大会

多治見市総合体育館

平成24年7月16日

第13回商工会女性部主張発表岐阜県大会
平成24年度第2回商工会女性部リーダー講習会

岐阜県商工会連合会
岐阜県商工会女性部連合会

平成24年7月19日

「きなぁた瑞浪」オープン1ヶ月記念イベント

みずなみアグリ株式会社

平成24年7月20日～22日

岐阜駅前サミット2012

岐阜駅前元気プロジェクト実行委員会

平成24年7月20日～30日

ぎふの田舎へ行こう！キャンペーン２０１２

岐阜県

平成24年7月20日～ 10月31日

第15回夏休み人形劇まつり

ぎふ清流国体輪之内町実行委員会

平成24年7月21日

やななと遊ぼう 柳ぶら楽市

岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会

平成24年7月21日

納涼お座敷ビール列車

長良川鉄道株式会社

平成24年7月21日

夜叉ヶ池伝説マラニック大会

ＮＰＯ夜叉ヶ池の会

平成24年7月21日～22日

真夏の水の運動会ミナモウォーターゲームラリー

河川環境楽園イベント実行委員会

平成24年7月21日～22日

市民の劇場 「演歌 吉 幾三」

関市教育委員会

平成24年7月22日

給食センター調理体験

瑞浪市学校給食センター

平成24年7月23～24日

第35回岐阜県交通尐年団自転車安全大会

岐阜県警察本部

平成24年7月24日

第39回岐阜一陽展

岐阜一陽会

平成24年7月24日～29日

3.11 被災地の子どもたちの絵画展

アジア太平洋子供救済センター この指とまれ

平成24年7月25日～26日

関ヶ原町商工会女性部 町内美化運動

関ヶ原町商工会女性部

平成24年7月25日

長良川国際会議場探検ツアー

トリニティぎふ代表構成員
（財）岐阜市公共ホール管理財団

平成24年7月26日

第24回 ドスコイ祭り・巡業合宿

飛騨あさひイベント実行委員会

平成24年7月26日～29日

チャレンジ陸上競技大会

岐阜県特別支援学校体育連盟

平成24年7月27日

岐阜県知的障がい特別支援学校チャレンジ陸上競技大会

岐阜県特別支援学校体育連盟

平成24年7月27日

納涼お座敷ビール列車

長良川鉄道株式会社

平成24年7月28日

夏まつり

岐阜県立恵那特別支援学校

平成24年7月28日

夏休みこどもけいさつフェスティバル

岐阜県警察本部長

平成24年7月28日

第56回全国選抜長良川中日花火大会

中日新聞社 岐阜支社

平成24年7月28日

大地のめぐみサマーフェスティバル

わらべうたの会

平成24年7月28日

稲津町夏まつり

明日の稲津を築くまちづくり推進協議会

平成24年7月28日

釜戸町夏まつり

釜戸町まちづくり推進協議会

平成24年7月28日

さかほぎ祭り２０１２

坂祝町商工会（さかほぎ祭り実行委員会）

平成24年7月28日

岐阜ど真ん中夏まつり協賛 柳ぶら楽市

岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会

平成24年7月28日～29日

夏・雪まつり

はしま家庭教育推進協議会

平成24年7月29日

岐阜県吟剣詩舞発表会

岐阜県吟剣詩舞道総連盟

平成24年7月29日

中濃地区剣道大会

富加町・富加教育委員会

平成24年7月29日

炬火リレーを沿道にて園児と共に応援

瑞浪市瑞浪幼児園

平成24年7月29日

平成24年8月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

美濃市中日花火大会

美濃市観光協会・中日新聞社

平成24年8月1日

第52回岐阜県身体障害者相談員研究大会

岐阜県身体障害者
相談員連絡協議会

平成24年8月2日

清流木曽川の水 親子探検ツアー

岐阜県都市建築部水道企業課

平成24年8月3日

上下水道事業パネル展と各務原浄化センター見学会

岐阜県（都市建築部下水道課）

平成24年8月3日

交通安全町民大会

白川町・交通安全対策協議会

平成24年8月4日

山の日のつどい

白川町

平成24年8月4日

第25回輪之内納涼ふるさとまつり

輪之内町商工会
ぎふ清流国体輪之内町実行委員会

平成24年8月4日

スポーツチャレンジぎふ２０１２

公益社団法人 岐阜青年会議所

平成24年8月4日

第67回全国花火大会

岐阜新聞社

平成24年8月4日

第65回いわむら夏祭り大変装行列

夏祭り大変装行列実行委員会

平成24年8月4日

岐阜ど真ん中夏まつり協賛 柳ぶら楽市

岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会

平成24年8月4日～5日

ドッジボール大会＆レクリエーションゲーム

平成記念公園 日本昭和村

平成24年8月4日～5日

日吉町夏祭り

瑞浪市日吉町

平成24年8月5日

町尐年スポーツ大会

白川町

平成24年8月5日

佐見とうふ豆の力３周年記念

佐見とうふ豆の力

平成24年8月5日

「消防感謝祭」第61回岐阜県消防操法大会

岐阜県、（財）岐阜県消防協会

平成24年8月5日

みんなのラジオ体操会

富加の青尐年を育てる会

平成24年8月5日

「2012ぎふ清流国体ボート競技会 開催60日前記念レガッタ」
第23回川辺町ふれあいレガッタ

川辺町ふれあいレガッタ実行委員会

平成24年8月5日

飛騨高山YANSA21フェスティバル2012

飛騨高山YANSA21フェスティバル実行委員会

平成24年8月5日

河川環境研究所一日開放

岐阜県河川環境研究所 下呂支所

平成24年8月5日

いびがわの祭り協賛事業

揖斐川町商工会

平成24年8月5日

極楽駅とハスの花鑑賞ウォーキング

明知鉄道株式会社

平成24年8月5日

ぎふ山の日フェスタ２０１２

岐阜県、岐阜県山林協会、岐阜県緑化推進委員会、岐
平成24年8月5日
阜県森林組合連合会、岐阜県木材協同組合連合会

木育キャラバン in ぎふ

岐阜県、認定NPO法人グッド・トイ委員会、岐阜県グッ
ド・トイ委員会

平成24年8月5日～6日

郡上八幡城下町花火大会＆郡上おどり号

長良川鉄道株式会社

平成24年8月7日

古今伝授の夏の風物詩”薪能くるす桜列車”

長良川鉄道株式会社

平成24年8月7日

薪能くるす桜

薪能くるす桜実行委員会

平成24年8月7日

第34回尐年の主張岐阜県大会

岐阜県、公益社団法人 岐阜県青尐年育成県民会議

平成24年8月7日

飛騨街道はぎわら宿 天領四季五節句まつり
七夕の節供まつり

萩原商工会

平成24年8月7日

金管 夢のユニット

さろん・こんさーと・せき

平成24年8月8日

第18回商工会青年部主張発表岐阜県大会
平成24年度第2回商工会青年部リーダー講習会

岐阜県商工会連合会
岐阜県商工会青年部連合会

平成24年8月9日

カワゲラウォッチング

白川町

平成24年8月9日

車庫見学と食品サンプル作り

長良川鉄道株式会社

平成24年8月9日

「わくわく夏休み」inテクノプラザ

株式会社三和サービス

平成24年8月9日

平成24年度岐阜県女性防火クラブ運営協議会指導者研修会

岐阜県女性防火クラブ運営協議会

平成24年8月10日

第40回北方町歩行者天国

北方町商工会

平成24年8月10日

第53回瑞浪美濃源氏七夕まつり

瑞浪美濃源氏七夕まつり実行委員会

平成24年8月10日～12日

きなぁた夏まつり

みずなみアグリ株式会社

平成24年8月10日～14日

関ヶ原町納涼夏まつり

関ヶ原町商工会

平成24年8月11日

真夏の雪遊び

河川環境楽園イベント実行委員会

平成24年8月11日～12日

平成24年度 鷺山夏祭り大会

鷺山まちづくり協議会

平成24年8月12日

わが子に聴かせたい 絵本の読みきかせと邦楽器コンサート

みのん会

平成24年8月12日

FC岐阜と遊ぼう

平成記念公園 日本昭和村

平成24年8月12日

岩村城再建構想事業「ザ・縁日」＆「ふるさと創生花火」

岩村城再建構想実行委員会

平成24年8月13日

濃尾大花火

羽島市花火大会実行委員会

平成24年8月14日

第23回 関市武芸川ふるさと夏まつり花火大会

関市武芸川ふるさと夏まつり実行委員会

平成24年8月14日

東白川夏まつり 2012

東白川村商工会青年部

平成24年8月14日

第24回 山之口川清流大漁祭り

益田川漁業協同組合・山之口区

平成24年8月15日

２０１２年 関市ほらど花火大会

関市ほらど花火大会実行委員会

平成24年8月15日

幼尐青年吟剣詩舞道大会・吟詠講習会

岐阜県吟剣詩舞道総連盟

平成24年8月18日

やななと遊ぼう 柳ぶら楽市

岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会

平成24年8月18日

ボランティア基礎講座 岐阜流！おもてなしのすすめ(仮)

岐阜市生涯学習センター

平成24年8月18日

生涯学習講演会

生涯学習推進委員会・瑞浪市

平成24年8月18日

第302回子ども伝統文化体験教室・発表会

財団法人 岐阜市公共ホール管理財団

平成24年8月18日～19日

車庫見学と食品サンプル作り

長良川鉄道株式会社

平成24年8月19日

中村玉緒トークショー

平成記念公園 日本昭和村

平成24年8月19日

車庫見学と食品サンプル作り

長良川鉄道株式会社

平成24年8月22日～23日

第2回各務原市・敦賀市有効都市
親善交流グラウンド・ゴルフ大会

各務原市グラウンド・ゴルフ協会

平成24年8月23日

希望が丘学園 夏まつり

岐阜県立希望が丘学園

平成24年8月24日

おもしろ科学館2012 in みずなみ

中部経済産業局・瑞浪市

平成24年8月24日～26日

第11回飛騨・木曽川Eボート交流会

飛騨・木曽川Eボート交流会実行委員会

平成24年8月25日

第11回コンサート

中津川尐年尐女合唱団

平成24年8月25日

平成24年度 岐阜赤十字病院ふれあいまつり

岐阜赤十字病院ふれあいまつり大会実行委員会

平成24年8月25日

ゆるキャラとミナモダンスを踊ろう

平成記念公園 日本昭和村

平成24年8月26日

車庫見学と食品サンプル作り

長良川鉄道株式会社

平成24年8月26日

納涼歌舞伎

ぎふ清流国体瑞浪市実行委員会

平成24年8月26日

長唄若竹会 ゆかた会

長唄若竹会

平成24年8月26日

無垢の魂・癒しの一刻

飛騨・世界生活文化文化センター 指定管理者
飛騨コンソーシアム

平成24年8月26日

第41回岐阜県吟剣詩舞道大会

岐阜県吟剣詩舞連合会

平成24年8月26日

琴伝流大正琴第28回岐阜県大会

琴伝流大正琴岐阜県支部

平成24年8月26日

みんなのスポーツ ソフトバレー交流会

瑞浪市教育委員会

平成24年8月26日

岐阜県東濃地域在住外国人とのスポーツ交流会

土岐市国際交流協会

平成24年8月26日

北方町スポーツ尐年団交流会 ミナモ杯ドッジボール大会

北方町スポーツ尐年団

平成24年8月26日

世界的フルーティスト工藤重典と仲間達による、アカデミー・デテdeサラマン
ふれあい福寿会館サラマンカホール
カ スペシャルコンサート＆公開レッスン

平成24年8月27日～28日

陶幼児園夏祭り

瑞浪市陶幼児園

平成24年8月28日

車庫見学と食品サンプル作り

長良川鉄道株式会社

平成24年8月29日

伝統文化の夕べ 第26回長良川薪能

長良川薪能実行委員会

平成24年8月31日

第11回土岐市文芸祭

土岐市教育委員会

平成24年8月31日 募集締め切り平成
24年12月に表彰式

夏休み親子見学会

(財)岐阜県浄水事業公社

平成24年8月

平成24年9月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

可児市尐年尐女合唱団第23回定期公演会

可児市尐年尐女合唱団

平成24年9月1日

第31回 定期演奏会

岐阜ジュニア吹奏楽団

平成24年9月1日

柳ぶら楽市 （ミナモと一緒）

岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会

平成24年9月1日

ぎふフラワーフェア

岐阜県

平成24年9月1日～2日

ミナモ杯 町民ソフトバレーボール大会

北方町体育協会

平成24年9月2日

第26回ジュニア文化祭

（財）岐阜県教育文化財団

平成24年9月2日

町民スポーツ大会「ソフトボールの部」

富加町

平成24年9月2日

岐阜市单部炊き出し大訓練

岐阜市单部盛り上げ隊

平成24年9月2日

2012岐阜県特別支援学校対抗
第17回 足長おじさん杯バレーボール大会

岐阜県特別支援学校対抗 足長おじさん杯バレーボー
平成24年9月2日
ル大会事務局
リニア中央新幹線建設促進岐阜県期成同盟会
平成24年9月5日
リニア中央新幹線活用戦略研究会

リニア中央新幹線を活かした地域づくりシンポジウム
秋の収穫祭 「農家の収穫祭」

みずなみアグリ株式会社

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
（財）岐阜県教育文化財団
るさとの昔話」 （仮称）
飛騨街道はぎわら宿 天領四季五節句まつり
萩原町商工会
重陽の節句まつり

平成24年9月7日～9日
平成24年9月8日～9日
平成24年9月9日

みんなのスポーツ ティーボール交流会

瑞浪市教育委員会

平成24年9月9日

ハローギフ・ハローワールド２０１２

岐阜県国際交流団体協議会

平成24年9月9日

「中山道垂井宿まつり」

垂井町商工会

平成24年9月9日

ひだ・みの 暮らしと住まい シンポジウム

岐阜県産直住宅協会

平成24年9月10日

遠藤伸子シャンソンコンサート
～ふるさととパリの空に想いをよせて～

遠藤伸子シャンソン愛好会

平成24年9月14日

地域資源・農商工連携産品PR展

岐阜県中小企業団体中央会

平成24年9月14日～15日

岐阜県障がい者福祉フェア

岐阜県身体障害者福祉協会
岐阜県知的障害者支援協会

平成24年9月14日～16日

市民の劇場 「ファミリーコンサート しまじろう」

関市教育委員会

平成24年9月15日

やななと遊ぼう 柳ぶら楽市

岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会

平成24年9月15日

ファミリーコンサート「音楽とスポーツの仲良しな関係」

ふれあい福寿会館 サラマンカホール

平成24年9月15日

薪能「養老」観世流 味方 玄

平成記念公園 日本昭和村

平成24年9月15日

清流鮎ヤナ料理列車

長良川鉄道株式会社

平成24年9月15日～17日

美濃・飛騨 楽市楽座

第1回 美濃・飛騨楽市楽座実行委員会

平成24年9月15日～17日

敬老の日特別企画

㈱江ノ島マリンコーポレーション

平成24年9月15日～17日

こどもまつり

平成記念公園 日本昭和村

平成24年9月15日～17日

平成24年度動物愛護フェスティバルinぎふ

「動物愛護フェスティバルinぎふ」実行委員会

平成24年9月16日

第11回 UB岐阜ビリヤードフェスティバル

岐阜県ビリヤード協会

平成24年9月16日

11th GIFU クラフトフェア

アクティブG 岐阜シティ・タワー43

平成24年9月16日～17日

ひだエアパークスカイホリデー

一般社団法人飛騨エアパーク協会

平成24年9月16日～17日

第3回商工会女性部リーダー講習会

岐阜県商工会連合会
岐阜県商工会女性部連合会

平成24年9月21日

ミナモ杯 争奪 パークゴルフ大会

養老公園事務所

平成24年9月22日

日本昭和村 秋の花火大会

平成記念公園 日本昭和村

平成24年9月22日

2012ぎふ清流国体記念清掃活動

岐阜单ロータリークラブ

平成24年9月22日

ジュラシックアーケード協賛 柳ぶら楽市

岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会

平成24年9月22日～23日

清流鮎ヤナ料理列車

長良川鉄道株式会社

平成24年9月22日～23日

ミナモによる餅まき大会

（財）花の都ぎふ花と緑の推進センター、花フェスタ記念
平成24年9月29日
公園運営管理グループ

町民ふれあい大運動会

明日の稲津を築くまちづくり推進協議会

平成24年9月29日

第16回 「名月と萩の夕べ」

関市教育委員会・「名月と萩の夕べ」実行委員会

平成24年9月29日

ミナモえんぴつ無料配布

平成記念公園 日本昭和村

平成24年9月29日

清流鮎ヤナ料理列車

長良川鉄道株式会社

平成24年9月29日～30日

国体応援無料感謝デー

（財）花の都ぎふ花と緑の推進センター、花フェスタ記念
平成24年9月29日～30日
公園運営管理グループ

企画展 「伊藤文生」

ぎふ清流国体瑞浪市実行委員会

平成24年9月

岐阜県じまんまつり

㈱オアシスパーク

平成24年9月

バラの育成講習会

(財)岐阜県浄水事業公社

平成24年9月上旬

マスのつかみどり

(財)岐阜県浄水事業公社

平成24年9月上旬

福祉ふれあい運動会

白川町

平成24年9月

岐阜県立岐阜聾学校運動会

岐阜県立岐阜聾学校

平成24年9月

平成24年10月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

小坂の滝めぐりガイド

ＮＰＯ法人飛騨小坂２００滝

平成24年10月1日～10日

敬老歌舞伎

ぎふ清流国体瑞浪市実行委員会

平成24年10月5日

稲津幼児園運動会

瑞浪市稲津幼児園

平成24年10月6日

みどり保育園運動会

瑞浪市みどり保育園

平成24年10月6日

竜吟幼児園運動会

瑞浪市竜吟幼児園

平成24年10月6日

桔梗幼児園運動会

瑞浪市桔梗幼児園

平成24年10月6日

陶幼児園運動会

瑞浪市陶幼児園

平成24年10月6日

日吉幼児園運動会

瑞浪市日吉幼児園

平成24年10月6日

一色保育園運動会

瑞浪市一色保育園

平成24年10月6日

柳ぶら楽市 （ミナモと一緒）

岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会

平成24年10月6日～7日

大野まつり協賛商工祭

大野町商工会

平成24年10月6日～7日

GO!ご～どんとこい祭り

GO!ご～どんとこい祭り実行委員会

平成24年10月6日～7日

昭和まつり

平成記念公園 日本昭和村

平成24年10月6日～8日

第２回 美濃焼祭

オリベステーションたじみ観光イベント実行委員会

平成24年10月6日～8日

森林を育て動物を守るサスティナビリティー

土岐市国際交流協会

平成24年10月7日

町民スポーツ大会「町民運動会の部」

富加町

平成24年10月7日

芭蕉元禄の街 大垣 十万石まつり

十万石まつり実行委員会

平成24年10月7日

第35回 たじみ茶碗まつり

多治見美濃焼卸センター協同組合

平成24年10月7日～8日

瑞浪市健康福祉まつり

瑞浪市

平成24年10月8日

瑞浪市健康まつり

瑞浪市健康づくり推進協議会
瑞浪市健康まつり実行委員会

平成24年10月8日

瑞浪幼児園運動会

瑞浪市瑞浪幼児園

平成24年10月13日

第45回関市刃物まつり

関市刃物まつり協賛会

平成24年10月13日～14日

岐阜県吟剣詩舞道総連盟創立35周年記念大会

岐阜県吟剣詩舞道総連盟

平成24年10月13日～14日

クリーンタウンカップ in 蒲郡
～感動をありがとう ぎふ清流国体 あなたも主役の仲間入り～

蒲郡市教育委員会文化スポーツ課

平成24年10月14日

海津市文化展

ぎふ清流国体海津市実行委員会

平成24年10月26日～28日

第31回中央公民館文化祭

ぎふ清流国体瑞浪市実行委員会

平成24年10月27日～28日

半原文楽の日

ぎふ清流国体瑞浪市実行委員会

平成24年10月28日

予定

平成24年11月開催のイベント
事業名

主催者

実施期間

「岐阜県美術館の歴史 30年の歩み」 展 （仮称）

岐阜県美術館

平成24年11月2日～12月24日 休館
日：11月5、12、19、26
12月3、10、17日

第42回 多治見まつり

多治見まつり実行委員会

平成24年11月3日

第55回神戸町文化祭

神戸町

平成24年11月3日～4日

第9回東西全国俳句相撲

東西全国俳句相撲実行委員会

平成24年11月11日

町民スポーツ大会「やわらかバレーボールの部」

富加町

平成24年11月11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

土岐市教育委員会

美術展：平成24年11月15日～18日
音楽祭：平成24年11月11・18日

第10回岐阜県障害者フライングディスク競技大会

岐阜県特別支援学校体育連盟

平成24年11月23日

長期間開催イベント
事業名
アクティブＧ[ＴＡＫＵＭＩ工房」における各種企画展
中央市街地継続イベント開催事業
「あじな岐阜発見キャンペーン」
中央市街地継続イベント開催事業
「あじな岐阜遊歩祭２０１０」

主催者
(財）岐阜県産業経済振興センター
岐阜市中心市街地一帯
岐阜市中心市街地一帯

実施期間
平成21年 4月1日～平成22年3月31
日
平成21年12月1日～平成22年3月
31日
平成22年3月1日～平成22年3月31
日

「思春期のカタチ２００９」

岐阜県現代陶芸美術館

平成21年11月10日～12月13日

「川喜田半泥子のすべて」展

岐阜県現代陶芸美術館

平成21年10月3日～ 12月23日

発掘速報展

岐阜県文化財保護センター
高山市教育委員会(予定）

平成21年10月2日～11月8日

イベントシリーズ「街が”つながる”」Autumnシリーズ 岐阜シティ・タワー43
(株)シティ・タワー43開発
2nd Anniversary
イベントシリーズ「街が”つながる”」Autumnシリーズ アクティブG Autumn
アクティブGの9周年記念祭
Festival
キッズ倶楽部

一般社団法人 飛騨シューレ

イベントシリーズ「街が”つながる”」Autumnシリーズ EKI-Site43Gifu 秋祭 岐阜県(株)岐阜シティ・タワー４３開発
ぎふ清流国体 池田町スポーツ振興
事業バトミントン教室（保育園の部）
ぎふ清流国体 池田町スポーツ振興
事業バトミントン教室（一般の部）

平成21年10月1日～11月3日
平成21年10月1日～11月3日
平成21年10月～平成22年3月
平成21年9月25日～11月6日

池田町67回国民体育大会池田町準備委員会

平成21年9月9日～平成22年3月1日

池田町67回国民体育大会池田町準備委員会

平成21年9月9日～平成22年3月1日

第32回 大垣市民総合体育大会

大垣市・大垣市教育員会

平成21年8月2日～10月4日

「加藤孝造」展

岐阜県現代陶芸美術館

「前衛陶芸家の器」展

岐阜県現代陶芸美術館

農産物空輸事業

（社）飛騨エアパーク協会

平成21年7月30日～10月4日

｢ゆかいなかたち」展

岐阜県現代陶芸美術館

平成21年7月11日～9月23日

ぎふ東濃アートリズム スタンプラリー

ぎふ東濃アートリズム推進連合

「加藤土師萌－最期の大作」展

岐阜県現代陶芸美術館

「小川待子×田嶋悦子－豊饒の水」展

岐阜県現代陶芸美術館

平成22年4月3日～平成22年9月5日

辻清明回顧展

岐阜県現代陶芸美術館

平成22年4月3日～平成22年9月5日

土のみた夢「小さなオブジェの森」「粋なうつわの語らい」「華麗なる洋食器
の競演」part1

岐阜県現代陶芸美術館

平成22年4月10日～平成22年7月4
日

ぎふスポーツフェア２０１０

ぎふスポーツフェア２０１０実行委員会

平成22年4月17日～7月13日

第5回子どもそうきんコンテスト

やってみよう展実行委員会

平成22年6月4日～9月30日

平成21年8月1日～平成22年3月28
日
平成21年8月1日～平成22年3月28
日

平成22年 4月1日～平成23年2月28
日
平成22年 4月1日～平成22年9月5
日

ぎふ清流国体を目指そう！！ボウリング教室（瑞穂市在住・在勤・在学、中 瑞穂市教育委員会
級者向け）
ぎふ清流国体・ぎふ清流大会瑞穂市実行委員会

平成22年6月25日～7月23日（毎週
金曜日）

ぎふ東濃アートリズム 絵画コンクール

ぎふ東濃アートリズム推進連合

平成22年7月1日～11月4日（予定）

ぎふ清流国体を目指そう！！ボウリング教室（瑞穂市在住の小中学生）

瑞穂市教育委員会
ぎふ清流国体・ぎふ清流大会瑞穂市実行委員会

土のみた夢「小さなオブジェの森」「粋なうつわの語らい」「華麗なる洋食器
の競演」part2

岐阜県現代陶芸美術館

「ハンス・コパー」展

岐阜県現代陶芸美術館

平成22年7月22日～8月19日（毎週
木曜日）
平成22年8月7日～平成23年4月10
日
平成22年9月18日～平成22年11月
23日
平成22年10月23日～11月26日（毎
週土曜日）
平成22年11月1日～平成23年11月30
日
平成22年11月9日～平成22年12月
12日

ぎふ清流国体を目指そう！！ボウリング教室（瑞穂市在住・在勤・在学、初 瑞穂市教育委員会
級者向け）
ぎふ清流国体・ぎふ清流大会瑞穂市実行委員会
第３回本巣市観光協会フォトコンテスト

本巣市観光協会

思春期のカタチ２０１０

岐阜県現代陶芸美術館

POWER STAGE NEO DANCECONTEST FINAL

ADOTOPS未来会館運営共同体

カラー：やきものと色の密かな関係

岐阜県現代陶芸美術館

平成22年11月20日～3月13日
平成22年12月4日～平成23年3月
27日
平成23年1月28日～2月25日（毎週
金曜日）

ぎふ清流国体を目指そう！！ボウリング教室（瑞穂市在住・在勤・在学、中 瑞穂市教育委員会
級者向け）
ぎふ清流国体・ぎふ清流大会瑞穂市実行委員会
岐阜県歯科医師会、岐阜県スポーツ・健康づくり歯学協
ぎふ清流国体・ぎふ清流大会デンタルサポート事業
平成23年2月1日～平成25年3月31日
議会
ぎふ東濃アートツーリズム

ぎふ東濃アートツーリズム推進連合

平成23年4月1日～平成24年2月28日

平成23年度第21回花かざりコンテスト

武儀地区商工会協議会

平成23年4月1日～11月30日

薬剤師によるドーピング防止活動

社団法人 岐阜県薬剤師会

平成23年4月1日～平成24年10月15日

ぎふ清流国体池田町民泊おもてなし料理・お菓子コンテスト

ぎふ清流国体池田町実行委員会

平成23年4月1日～平成24年3月31日

第７回恵那市市民体育大会

（財）恵那市体育連盟

平成23年6月19日～平成24年2月12日

「華麗なる近代洋食器の展開－オールドノリタケを中心に－」展

岐阜県現代陶芸美術館

平成23年4月23日～平成23年8月21日

大正に関する企業展

大正百年事業実行委員会

平成23年4月29日～10月26日

第57回土岐市民総合体育大会

土岐市・土岐市教育委員会

平成23年5月7日～平成24年1月

一般の部初心者硬式テニス教室

羽島市体育協会 羽島市テニス協会

ボウリング教室

瑞穂市教育委員会
ぎふ清流国体・ぎふ清流大会瑞穂市実行委員会

平成23年5月22日～7月10日(毎週日
曜日）
平成23年5月28日～6月25日（毎週土
曜日）

ぎふ清流国体郡上市実行委員会

平成23年6月8日～11月30日

第61回関市町内対抗野球大会

関市自治会連合会、関市体育協会、関市教育委員会

平成23年6月12日～8月14日

池田町PRポスター募集

ぎふ清流国体池田町実行委員会

平成23年6月15日～9月26日

第11回水と緑コンクール

ぎふ清流国体各務原市実行委員会

平成23年6月15日～11月7日

郡上市白鳥地域レディースソフトバレーボール大会
郡上市白鳥地域ソフトバレーボール大会

ぎふ清流国体郡上市実行委員会

平成23年6月16日～7月22日

第６回子どもぞうきんコンテスト

やってみよう展実行委員会

平成23年6月1日～12月30日

岐阜市地産地消弁当コンテスト

岐阜市地産地消国体弁当開発実行委員会

平成23年6月28日～10月16日

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会応援事業
職員互助会ミナモ運動（花飾り運動）事業」

郡上市

岐阜県障害者スポーツ協会

平成23年7月～平成24年3月

アニメまつり２０１１ｉｎかかみがはら

特定非営利活動法人K－ITシティー・コンソーシアム

平成23年7月1日～9月3日

スポーツクラブの名称募集事業

せき西部スポーツクラブ設立準備委員会

平成23年7月1日～9月10日

スポーツプラザ養老ぬりえコンテスト

養老町教育委員会

平成23年7月10日～11月13日

第67回国民体育大会「ぎふ清流国体」各務原市開催競技PRポスターデザ
イン募集事業

ぎふ清流国体各務原市実行委員会

平成23年7月20日～11月5日

エコクラフト展

美濃市

平成23年7月21日～9月12日

ボウリング教室

瑞穂市教育委員会
ぎふ清流国体・ぎふ清流大会瑞穂市実行委員会

平成23年7月28日～8月25日（毎週木
曜日）

「大地のこどもたち ２０１１」展

岐阜県現代陶芸美術館

平成23年7月30日～8月28日

市民の劇場

関市文化会館

平成23年8月3日～平成24年3月31日

清流保全のための調査事業

岐阜県環境生活部環境管理課

平成23年8月5日～平成24年1月31日

平成２３年度フラワーコンクール

高山市民憲章推進協議会

平成23年8月15日～9月30日

ボウリング教室

瑞穂市教育委員会
ぎふ清流国体・ぎふ清流大会瑞穂市実行委員会

平成23年9月9日～10月14日（毎週金
曜日）

和紙人形展

美濃市

平成23年9月15日～10月10日

「魅惑の北欧アール・ヌーヴォー塩川コレクション ロイヤル コペンハーゲ
ン・ビング＆グレンダール」展

岐阜県現代陶芸美術館

平成23年9月16日～平成23年11月27
日

東日本大震災復興支援 ひだエアパークスカイホリデー

社団法人飛騨エアパーク協会

平成23年9月17日～9月18日

尐年サッカー大会

ガステックサービス株式会社 大垣支店

平成23年9月19日～10月30日

第35回羽島市民体育大会

羽島市体育協会

平成23年10月1日～11月3日

あかりの町並み～美濃～

美濃市観光協会、あかりの町並み実行委員会

平成23年10月14日～11月30日

2011公募第24回全国和紙画展

美濃市

平成23年10月15日～12月5日

大正浪漫「竹久夢二」企画展

大正百年事業実行委員会

平成23年10月29日～12月4日

第4回本巣市観光協会フォトコンテスト

本巣市観光協会

平成23年11月1日～平成24年9月28日

もみじ祭り

美濃市観光協会

平成23年11月3日～12月4日

クライミング体験講習会

各務原市川島ライフデザインセンター

平成23年11月7日～11月28日

「アラビア×フィンランド陶芸」展

岐阜県現代陶芸美術館

平成23年11月12日～平成24年3月25
日

『詩のある 書・画展 in 美並』

加藤 としえ

平成23年11月15日～27日

ぎふ清流国体ミナモ絵画コンクール

ぎふ清流国体下呂市実行委員会

平成23年12月1日～平成24年2月29日

ぎふイルミネーションフェア

ぎふイルミネーションフェア実行委員会

平成23年12月2日～平成24年2月14日

ミナモがいっぱいぎふ清流国体展示

岐阜県図書館

平成23年12月6日～平成24年10月14
日

美濃・紙の芸術村作品展

美濃市

平成23年12月8日～平成24年1月9日

「岐阜県陶磁器試験場の100年」展

岐阜県現代陶芸美術館

笠松駅イルミネーション2011 つけます 元気と電気

岐阜工業高校

折り紙建築展

美濃市

平成24年1月12日～3月20日

町民のお宝「干支”辰”」展

ハートピア安八

平成24年1月4日～2月5日

ぎふ長良川鵜飼 風流屋形船

岐阜市役所

平成24年1月4日～5月10日

「三幕の物語」展

岐阜県美術館

平成24年1月11日～2月19日 ※月曜
日（祝日の場合は翌平日）休館

ロサ バレンタイン「恋人たちに捧げるバラ写真展」

花フェスタ記念公園

平成24年1月21日～2月19日

ロサ バレンタイン「カップル応援ウィーク」

花フェスタ記念公園

平成24年1月21日～2月19日

平成23年12月10日～平成24年3月25
日
平成23年12月19日～平成24年1月23
日

ハートフルフェスタ2012

ハートフルスクエアーG

平成24年1月21日～2月29日

ボウリング教室

瑞穂市教育委員会
ぎふ清流国体・ぎふ清流大会瑞穂市実行委員会

平成24年1月27日～2月24日（毎週金
曜日）

世界淡水魚園水族館 岐阜県民優待

㈱江ノ島マリンコーポレーション世界淡水魚園水族館

平成24年2月4日～2月12日

企画展「脇坂文助と木曽三川大改修」

ハートピア安八

平成24年2月9日～3月25日

第６回円空大賞展

岐阜県環境生活部人づくり文化課

平成24年2月10日～3月4日

ぎふフラワーフェア(イベント)

岐阜県

平成24年2月10日～2月12日

岐阜県博物館

平成24年2月11日（土・祝）～3月25日
※休館日月曜日（月曜日が祝日また
は振り替え休日の場合はその翌平日）

寸劇団「百日紅」による「連れ去り防止劇」

ＮＰＯ法人 こども見守り隊 有志「百日紅」

平成24年2月14日～10月10日

井田照一展 －土に挑むー

岐阜県現代陶芸美術館

平成24年2月21日～7月1日

「三幕の物語」展

岐阜県美術館

平成24年2月23日～4月1日 ※月曜
日（祝日の場合は翌平日）休館

フォトコンテスト２０１１作品展

花フェスタ記念公園

平成24年2月25日～5月6日

里山の環境保全事業・環境教育事業

ＮＰＯ法人 ぎふし森守クラブ

平成24年2月26日～3月24日

養老公園フォトコンテスト２０１１

養老公園事務所

平成24年2月28日～3月18日

ぎふ清流国体 手づくり歓迎オブジェ募集

ぎふ清流国体飛騨市実行委員会

平成24年3月1日～7月31日

羽島市運動公園 オープン１周年記念社会人（男・女）
ソフトボール公開強化試合

羽島市体育協会

平成24年3月12日～4月8日

さくらまつり ・ 美濃まつり

美濃市観光協会

平成24年3月20日～平成24年5月6日

国体開催記念フォトコンテスト

平成記念公園 日本昭和村

平成24年3月20日～4月15日

第23回GIFUいけ花２０１２

岐阜新聞・岐阜放送

平成24年3月22日～27日

水族館レストラン改装グランドオープン「アロワナガーデン」

㈱江ノ島マリンコーポレーション(世界淡水魚園水族館) 平成24年3月22日～10月9日

2012全国和紙画作家選抜展

美濃市

平成24年3月23日～4月23日

国体開催記念 春休み期間子ども入園無料

平成記念公園 日本昭和村

平成24年3月24日～4月8日

春の写生大会 「輝け はばたけ だれもが主役」

㈱江ノ島マリンコーポレーション(世界淡水魚園水族館) 平成24年3月24日～5月13日

国体開催記念写生大会

平成記念公園 日本昭和村

平成24年3月31日～4月1日

中野振一郎 チェンバロコンサート

ふれあい福寿会館 サラマンカホール

平成24年4月1日～5月16日

Makoto

ふれあい福寿会館 サラマンカホール

平成24年4月1日～6月9日

久保田 巧 ヴァイオリンコンサート

ふれあい福寿会館 サラマンカホール

平成24年4月1日～6月21日

上原彩子＆川久保賜紀 デュオコンサート

ふれあい福寿会館 サラマンカホール

平成24年4月1日～7月1日

マエストロ円光寺のおしゃべり音楽教室 交響曲超入門

ふれあい福寿会館 サラマンカホール

平成24年4月1日～7月26日

夏休みオルガンコンサート オルガンで踊ろう

ふれあい福寿会館 サラマンカホール

平成24年4月1日～8月17日

工藤重典フルートライブ 木管名手たちの饗宴
～真夏の夜の夢～

ふれあい福寿会館 サラマンカホール

平成24年4月1日～8月28日

作曲家 柴田恭男の世界

ふれあい福寿会館 サラマンカホール

平成24年4月1日～10月9日

舘野 泉 ピアノリサイタル（国体文化プログラム）

ふれあい福寿会館 サラマンカホール

平成24年4月1日～10月15日

「三幕の物語」展

岐阜県美術館

平成24年4月5日～5月13日 ※月曜
日（祝日の場合は翌平日）休館

企画展「（未定）」 －瑞浪陶芸協会作品展ー

岐阜清流国体瑞浪市実行委員会

平成24年4月8日～5月6日

第15回現代茶陶展

岐阜市教育委員会

平成24年4月14日～4月22日

資料紹介展 岐阜県の高山植物～雲の上のお花畑～

岐阜県博物館

平成24年4月14日～6月17日

ぎふスポーツフェア２０１２

ぎふスポーツフェア２０１２実行委員会

平成24年4月14日～7月11日

特別展 「ポップ」・「命を抱いて」

岐阜県現代陶芸美術館

平成24年4月21日～8月19日

岩村駅、明知鉄道清掃活動

岐阜県立恵那特別支援学校

平成24年5月～不定期に実施

瑞穂市ロングラン・ボウリング大会

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会瑞穂市実行委員会

平成24年5月1日～8月31日

ぎふ東濃アートツーリズム

ぎふ東濃アートツーリズム推進連合

平成24年5月3日～平成25年3月31日

第33回 中部児童・生徒硬筆席書大会

書道教育 大書心会

平成24年5月6日～20日

第7回子どもぞうきんコンテスト

やってみよう展実行委員会

平成24年5月7日～12月28日

「歌声列車」

樽見鉄道株式会社

平成24年5月7日～平成25年3月8日

日本自然科学写真協会写真展
楽しむ科学の眼 2011－2012

Ozone

SOLO “TIME”

自然を

予定

開館8周年特別企画

㈱江ノ島マリンコーポレーション

平成24年5月10日～7月16日

ぎふ長良川鵜飼

岐阜市役所

平成24年5月11日～10月15日

ぎふ長良川 夢粋船

岐阜市役所

平成24年5月11日～10月15日

土岐市美濃陶磁歴史館 企画展

土岐市教育委員会

平成24年5月11日～12月9日

国体応援 春のバラまつり

（財）花の都ぎふ花と緑の推進センター、花フェスタ記念
平成24年5月12日～6月10日
公園運営管理グループ

フラワーフェスティバル

㈱オアシスパーク

平成24年5月中旬～下旬

企画展「中馬街道筋のやきもの」 －瑞浪の近世窯業と古窯後群ー（仮称） ぎふ清流国体瑞浪市実行委員会

平成24年5月13日～7月22日

岐阜県カラオケ選手権大会

ボランティアグループ大志

平成24年5月13日～10月28日

関市民スポーツ大会兼大栄杯争奪
第8回関市小学生タグラグビー選手権大会

関市ラグビーフットボール協会、タグラグビー委員会

平成24年5月19日～27日

平成24年度レクリエーション・インストラクター養成講習会

特定非営利活動法人 岐阜県レクリエーション協会

平成24年5月19日～8月25日

「モレラ号レールバス運転体験講習会」

樽見鉄道株式会社

平成24年5月19日～11月18日

第68回六酔会展

六酔会 美術クラブ

平成24年5月25日～8月19日

ミナモ杯 町内対抗ソフトボール大会

北方町体育協会

平成24年5月27日～6月3日

第2回アースデー飛騨高山２０１２

飛騨・世界生活文化文化センター 指定管理者
飛騨コンソーシアム

平成24年6月1日～9日

第66回岐阜県美術展

(財）岐阜県教育文化財団

平成24年6月2日～7月22日

第62回関市町内対抗野球大会

関市自治会連合会、関市体育協会、関市教育委員会

平成24年6月10日～8月14日

飛騨街道 天領朝市

萩原商工会

平成24年6月15日～11月9日

開村40周年記念 彫刻村2012展

彫刻村

平成24年6月26日～7月1日

子ども野外遊び名人講習会２０１２

特定非営利活動法人 岐阜県レクリエーション協会

平成24年6月30日～11月25日

七夕まつりいけ花展

岐阜県華道連盟

平成24年7月1日～10日

岐阜県華道連盟 ミニ花展

岐阜県華道連盟

平成24年7月1日～7月10日

愛の血液助け合い運動

岐阜県

平成24年7月1日～31日

アニメまつり2012inかかみがはら

K-ITシティー・コンソーシアム

平成24年7月1日～9月1日

特別展 「デスモスチルスのいた水辺」

ぎふ清流国体瑞浪市実行委員会

平成24年7月1日～11月27日

国体揖斐駅前ウェルカム事業

揖斐川町商工会

平成24年7月1日～10月15日

「心をひとつに 日本再生」三人展～清流によせて～

ぎふ善意通訳ガイドネットワーク

平成24年7月2日～7月9日

写真コンテスト

(財)岐阜県浄水事業公社

平成24年7月2日～8月20日

本巣市商工会女性部 花いっぱい活動

本巣市商工会女性部

平成24年7月2日～10月15日

大賀ハスまつり

羽島市観光協会

平成24年7月5日～7月22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

平成24年7月6日～9月2日

ロックビレッジバザール

岐阜県立恵那特別支援学校

平成24年7月11日～13日

所蔵品企画展「魚を描く」

公益財団法人 三甲美術館

平成24年7月11日～10月15日

企画展 「～館蔵～蓑虫山人」

ハートピア安八

平成24年7月13日～10月21日

開館30周年記念「象徴派ー夢幻美の使徒たち」展

岐阜県美術館

平成24年7月13日～8月26日

高等学校清流ボウリング大会

ACグランド

平成24年7月15日～9月30日

石垣島の貝殻店

ぎふ清流国体輪之内町実行委員会

夏休み企画 折り紙の不思議

笠松町

「花を贈る際に伝えたいメッセージ」コンテスト

岐阜県

平成24年7月20日～9月2日

キッズサマー

花フェスタ記念公園運営管理グループ

平成24年7月21日～8月26日

川遊びの楽園オアシスパーク

㈱オアシスパーク

平成24年7月21日～8月31日

子供入園料無料

平成記念公園 日本昭和村

平成24年7月21日～8月31日

夏休み子ども体験まつり

平成記念公園 日本昭和村

平成24年7月21日～8月31日

ミナモ杯 町内対抗軟式野球大会

北方町体育協会

平成24年7月22日～7月29日

救命救急ＡＥＤ講習会

(財)岐阜県浄水事業公社

平成24年7月25日～8月6日

ぎふ・リスト音楽院マスターコース

（財）岐阜県教育文化財団

平成24年7月29日～8月5日

平成24年7月18日～29日
休館日
の除く
平成24年7月20日～9月2日
※月
曜日休館

企画展 「やきもの動物園」 －造形とデザインの妙ー

ぎふ清流国体瑞浪市実行委員会

平成24年7月29日～9月23日

第17回きらめく岐阜の調べ

岐阜県飛騨・美濃三曲会

平成24年7月30日～10月6日

平成24年度フラワーコンクール

高山市民憲章推進協議会

平成24年8月1日～9月14日

特別展「岐阜県ゆかりの人間国宝」

岐阜県現代陶芸美術館

平成24年8月4日～12月24日

県民優待デー

各務原市 かかみがはら航空宇宙科学博物館

平成24年8月25日～9月2日

「国体応援！野菜350キャンペーン」

岐阜県保健医療課・保健所・岐阜市

平成24年8月31日～10月15日

ＭＩＮＯ ＣＲＥＡＭＩＣＳ ＮＯＷ Ｐａｒｔ２

岐阜県現代陶芸美術館

平成24年9月1日～11月11日

輝け！いきものスポーツ大会！！

世界淡水魚水族館アクア・トトぎふ

平成24年9月1日～30日

国体花かざりのパネル展示
花フェスタ国体応援花まつり

（財）花の都ぎふ花と緑の推進センター、花フェスタ記念
平成24年9月1日～10月31日
公園運営管理グループ
（財）花の都ぎふ花と緑の推進センター、花フェスタ記念
平成24年9月1日～10月31日
公園運営管理グループ

第9回飛騨市美術展

飛騨市美術展運営協議会

平成24年9月4日～9日

開館30周年記念「マルク・シャガールー愛をめぐる追想」展

岐阜県美術館

平成24年9月5日～10月28日

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会開催記念特別展示

ぎふ清流国体郡上市実行委員会

平成24年9月5日～11月12日 ※火曜
日休館日（但し平成24年10月2日は開

飛騨街道 おし祭り

萩原商工会

平成24年9月7日～10月26日

特別展「織田信長と美濃・尾張」

岐阜市歴史博物館

平成24年9月13日～10月15日

ぎふイルミネーションフェア

ぎふイルミネーションフェア実行委員会

平成24年9月13日～平成25年2月14日

～47都道府県の県花に”ありがとうの詩”を添えて～
「墨彩画展」

加藤としえ

平成24年9月15日～22日

フォトコンテスト

平成記念公園 日本昭和村

平成24年9月15日～10月9日

秋の俳句を詠もう

平成記念公園 日本昭和村

平成24年9月15日～10月9日

特別展 飛騨・美濃の信仰と造形ー古代・中世の遺産ー

岐阜県博物館

平成24年9月21日～10月28日

特別展 岐阜、染と織の匠たち 人間国宝三人展

岐阜県博物館

平成24年9月21日～11月4日

ピエロ画家「岡部文明」個展

岡部文明の個展開催を支援する会

平成24年9月22日～28日

JR岐阜羽島駅前おもてなしフェア

羽島商工会議所

平成24年9月28日～10月16日

岐阜めぐりスタンプラリー

河川環境楽園イベント実行委員会

平成24年9月29日～10月8日

国体推奨花を使用したスタンプラリー

（財）花の都ぎふ花と緑の推進センター、花フェスタ記念
平成24年9月29日～10月15日
公園運営管理グループ

古式日本刀鍛錬一般公開

関伝日本刀鍛錬技術保存会

平成24年9月30日～10月7日

歌となる言葉とかたち展2012

歌となる言葉とかたち展運営委員会

平成24年10月6日～11月18日

国体応援秋のバラまつり

（財）花の都ぎふ花と緑の推進センター、花フェスタ記念
平成24年10月13日～11月11日
公園運営管理グループ

特別展 「櫻堂薬師千二百展」

ぎふ清流国体瑞浪市実行委員会

平成24年10月20日～12月9日

第62回関市美術展

関市教育委員会

平成24年10月24日～10月28日

ぎふ長良川鵜飼 風流屋形船

岐阜市役所

平成24年11月1日～12月28日

開館30周年記念「岐阜県美術館の歴史ー30年の歩み」展

岐阜県美術館

平成24年11月2日～12月24日

発掘速報展 発掘された飛騨・美濃の歴史

岐阜県博物館

平成24年11月17日～平成25年2月3日

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

平成24年11月23日～平成25年5月6日

第38回全日本写真連盟 岐阜県本部展

全日本写真連盟 岐阜県本部

平成24年12月4日～9日

岐阜市オンリーワンわたしたちの芸術祭

岐阜市オンリーワンわたしたちの芸術祭実行委員会

平成24年12月4日～9日

