
平成23年12月11日（日）カラ23日（金・祝）マデ
【主会場】

じゅうろくてつめいギャラリー（十六銀行旧徹明支店）
柳ケ瀬あい愛ステーション（柳ケ瀬通 2-17）

岐阜まち物語
“柳 ケ 瀬レトロ”に 出 逢 う、まち な か 歩 き
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P ｢岐阜まち物語」ののぼり旗が立ってい
る駐車場は、ノータイム500円でご利
用いただけます。入庫時に駐車場受付で
｢岐阜まち物語」会場へ行くことをお伝
えください。

［主催］岐阜まち物語実行委員会／（財）岐阜市にぎわいまち公社／岐阜市　

［後援］岐阜県／岐阜県教育委員会／岐阜市教育委員会／岐阜市商店街振興組合連合会／岐阜柳ケ瀬商店街振興組合連合会／ぎふまちづくりセンター　

［協力］（株）十六銀行／岐阜県図書館／一宮市尾西歴史民俗資料館

［問い合わせ］（財）岐阜市にぎわいまち公社／TEL&FAX.058-266-1377　E-mail info@gifu-nigiwai.org　http://www.gifu-nigiwai.org/
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朗読「岐阜のつたえ話」18日
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シャンソンコンサート11日

三味線紙芝居「満月紙芝居劇場－花子－」17日

【岐阜貯蓄銀行（現じゅうろくてつめいギャラリー）】
［昭和12年築 岐阜市都市景観重要建築物］
 写真：岐阜市歴史博物館蔵  

唄とお話
「見上げてごらん夜の星を」18日

大島花子さん

坂本九音楽事務所所属

名
ふり

前
がな

年齢 電話番号

住所 性別 男・女

解　答　欄
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10

問 11 問 12 問 13 問 14 問 15 問 16 問 17 問 18 問 19 問 20

第２回岐阜まち物語検定

問1   明徳小学校に保管中の「青い目の人形」3体の名前は 、セー
ラ、スーザン・ギブソンです。 に入る名前はなんでしょう。

Aマーサ　　　Bマリリン　　Cキャサリン　　Dアン
問2 岐阜空襲は昭和20年の何月何日の出来事でしょう。

A 8月 9日　　B 7月 9日　　C 6月 9日　　D 5月 9日
問3
　 

次の岐阜市巡覧唱歌 33番の歌詞中の に入る町名は何で
しょう。　「米屋町より引つづき　岐阜市役所は 常磐笹土
居過行けば　東御坊は小熊町」

A白木町　　　B今沢町　　　C神田町　　　D美江寺町
問4
　

岐阜市巡覧唱歌は何分の何拍子でしょう。

A 4分の2拍子　B 4分の3拍子　C 4分の7拍子　D 4分の8拍子
問5
　

円徳寺の前の歩道にある童の像が持っている果物は何でしょう。

Aりんご　　　Bみかん　　　Cぶどう　　　D柿
問6
　

 平成 20年 7月柳ケ瀬本通り沿いにオープンした柳ケ瀬あい愛ス
テーション。ここには、乳幼児を持つ親にとってありがたいものが
あります。それは何でしょう。
（平成23年度まちなか歩きクイズウォーク出題）

A授乳室　　　Bすべり台
Cすなば　　　Dマッサージチェア

問7
　 

柳ケ瀬本通りのフローレンス像（ステンドグラス）が持っている楽
器は何でしょう。

Aチェロ　　　Bフルート　　Cバイオリン　　D竪琴
問8
　

 やなな（柳ケ瀬非公式キャラクター）が平成23年 10月 16日に
岐阜県から任命された役職は○○○○商工労働部長です。○○○○
に入る文字は何でしょう。

Aたまたま　　　Bどきどき　　Cあるある　　Dときどき
問9
　

 「蕪城町」は何と読むでしょう。

Aなでしろちょう　　Bなできちょう
Cかぶきちょう　　Dかぶらぎちょう

問10
　

岐阜市日ノ出町は何丁目まであるでしょう。

A 3丁目　　B 4丁目　　C 5丁目　　D 6丁目
問11
　

美殿町通りは昔何と呼ばれていたでしょうか。

A銀座通り　　B竹下通り　　C渋谷通り　　D新宿通り

問12
　

 10 月 16日柳ケ瀬本通り沿いにオープンした「柳ケ瀬レンタサイ
クルポート」。1日1回のレンタサイクル利用料はいくらでしょうか。

A 100円　　B 200円　　C 300円　　D 500円
問13
　

 9月 23日柳ケ瀬本通り沿いにオープンした「柳ケ瀬健康ステーショ
ン」。ここにある設備は次のうちどれでしょう。

Aシャワー室　　Bサウナ　　Cマッサージ機　　D露天風呂
問14
　

 日本の歌舞伎などを題材とした大衆向け演劇の一座を組み、ヨーロッ
パやアメリカ18か国を巡業した人気スターであり、日本で唯一、
近代彫刻の巨匠オーギュスト・ロダンの彫刻のモデルになり、帰国
後24年間岐阜に住んだ人物は誰でしょう。
（平成19年度まちなか博士初級認定試験出題）

A花子　　Bみち子　　C初代　　D美代子
問15
　 

次の文章の空欄 に入る語句は何でしょう。「岐阜街道（尾
張街道）は御鮨街道として親しまれ、江戸時代、尾張藩が岐阜の特
産品の一つとして の熟鮨（なれずし）を幕府に献上する際
に利用していた街道である。」
（平成20年度まちなか博士初級認定試験出題）

A鮎　　B鮭　　C鯖　　D鮒　
問16
　

 JR 岐阜駅北口の駅前広場にそびえる「黄金の織田信長公像」。金箔
3層張りの銅像です。さて、この信長公像が持っていないものは何
でしょう。
（平成23年度まちなか歩きクイズウォーク出題）

A地球儀　　Bマント　　C火縄銃　　D西洋かぶと
問17
　

 金公園にある「丸窓電車」。大正15年に製造された「モ513」と
いう電車です。さて、この電車が「丸窓電車」と言われるようになっ
たのはどこの窓が丸いからでしょう。
（平成23年度まちなか歩きクイズウォーク出題）

A戸袋　　B全部　　C正面　　D運転席
問18
　

柳ケ瀬本通りに埋められている「柳ケ瀬ブルース」の作詞家は誰で
しょう。

A 北原白秋　　B 秋元康　　C 荒井由美　　D 宇佐英雄
問19
　

柳ケ瀬レンタサイクルポートに併設された駐輪場の1回当たりの駐
輪料はいくらでしょう。

A 無料　　B 50円　　C 100円　　D 200円
問20
　

柳ケ瀬あい愛ステーションのホールの机は何でできているでしょう。

A 木製　　B スチール　　C ダンボール　　D 石

下記の問題の、正解と思われる記号（A～D）を選び解答欄に記入して下さい。

キ　リ　ト　リ

柳ケ瀬やその周辺にちなんだ問題を出題しています。18日の表彰式に出席された成績優秀者には優秀賞と記念品を進呈します。
◆問題用紙配布場所　 じゅうろくてつめいギャラリー、柳ケ瀬あい愛ステーション、（財）岐阜市にぎわいまち公社（同ホームページでも）などチラシの配布場所
◆応 　募 　期 　間 12月11日（日）～12月14日（水）
◆応 　募 　場 　所 じゅうろくてつめいギャラリー、柳ケ瀬あい愛ステーション
◆応 　募 　方 　法  問題の下の解答用紙に、名前・年齢・電話番号・住所・性別・解答を記入し、キリトリ線で切りとり、応募場所で応募して下さい。
◆正解掲示期間・場所 12月15日（木）～12月23日（金・祝）じゅうろくてつめいギャラリー
  12月15日（木）～1月31日（火）柳ケ瀬あい愛ステーション・（財）岐阜市にぎわいまち公社（同ホームページでも）

〈解答用紙〉
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＊ 期間中に展示物の入れ替えを行う場合があります。詳細はお問い合
わせください。

＊予定は変更になる場合があります。

● 問い合わせ
　（財）岐阜市にぎわいまち公社 TEL&FAX 058-266-1377
　柳ケ瀬あい愛ステーション  TEL&FAX 058-216-0371
 E-mail info@gifu-nigiwai.org

イベント・展示は、どなたでも

予約不要・無料でお楽しみいただけます
（一部のイベントを除く）。

ぜひ、お気軽に会場までお越しくださいませ。

●じゅうろくてつめいギャラリー（十六銀行旧徹明支店）での催し
日 時間 演目・出演者等 内容

12/11
（日）

オープニングイベント

10：30～
12：30

10：30～ チンドン屋の柳ケ瀬回遊（柳ケ瀬周辺）
（出演）オトヤ名曲デリバリー

懐かしいチンドンの音色が柳ケ瀬に響き渡り、これから始まる催しに心躍り
ます。

11：30～ 挨拶（出演）実行委員長ほか 主催者よりご挨拶申し上げます。

11：45～ 口上（出演）ぎふ葵劇場座長 口上により、「岐阜まち物語～第６幕～」の幕開けです。

12：00～
12：30

シャンソンコンサート
（出演）歌手：遠藤伸子さん　ピアノ：国島一美さん

歌手生活20周年を迎えた遠藤伸子さんが、大正ロマン・昭和レトロを歌い
上げます。

12/17
（土） 15：00～ 15：30

朗読「岐阜市巡覧唱歌」
（出演）語り：浅井彰子さん（フリーアナウンサー）・河
村たか子さん（フリーアナウンサー）　チェロ：北村多
佳子さん

明治時代に作られ、岐阜市内の町名を織り交ぜて名所や施設を紹介したとさ
れる「岐阜市巡覧唱歌」をチェロの調べと共に朗読いたします。また、昔の
岐阜のまちの様子を映像とともにお届けします。

12/18
（日）

13：00～ 「岐阜まち物語検定」表彰式
（企画）岐阜まち物語実行委員会

岐阜まち物語検定の成績優秀者を表彰します。

13：30～ 14：00
朗読「岐阜のつたえ話」
（出演）語り：前田幸子さん（フリーアナウンサー）　ヴァ
イオリン：濱島秀行さん

明徳・京町のつたえ話を朗読いたします。語りとヴァイオリンのコラボをお
楽しみ下さい。

14：00～ 15：00 唄とお話「見上げてごらん夜の星を」
（出演）歌手：大島花子さん　ギター：笹子重治さん

昭和の大スター坂本九さんの長女・大島花子さんのトーク＆ライブをお楽し
み下さい。

12/23
（金・祝）

13：00～ 18：00
※開場は12：45

「にぎわいコンサート」
（出演）加納高校音楽科・中部学院大学・同短期大学部
ハンドベルクワイアのみなさん（共催）十六銀行

「岐阜まち物語」の最終日、若さあふれる生徒・学生のみなさんによります
ピアノ、管楽器、合唱、ハンドベルなどによる多彩な音楽をお楽しみ下さい。

●展示
日 時間・場所 作品 内容

12/11
（日）

～

12/23
（金・祝）

10：00～ 17：00
じゅうろく
てつめいギャラリー

「女優　花子」ロダン作ブロンズ像、
高村光太郎からの手紙（複写）など
（企画）ぎふ「ロダン＆花子」の会

ロダンの唯一の日本人モデルであり、女優として欧米18カ国で活躍した「花
子」に関する展示です。ぎふ「ロダン＆花子」の会が所有するものや、岐阜
県図書館、一宮尾西歴史民俗資料館の協力による展示もあります。

岐阜市巡覧唱歌・岐阜縣地理唱歌
（企画）岐阜まち物語実行委員会

明治時代に当時の岐阜を歌った「岐阜市巡覧唱歌」と「岐阜縣地理唱歌」の
展示です。歌詞と当時の岐阜の図面を掲示しますので当時の様子がよくわか
ります。

青い目の人形（明徳）
（企画）明徳小学校

戦前、アメリカから日本へ友好のしるしとして贈られた青い目の人形。この
人形にまつわる心温まるお話を貴重な資料とともにご紹介します。

京まちの歴史パネル（京町）
（企画）京まちづくりの会

明治から昭和にかけての京町の歴史を、貴重な写真でご覧いただきます。

白山自治会連合会の取組み（白山）
（企画）響 明るい白山まちづくりの会

白山自治会連合会の取組みをご紹介します。

「岐阜空襲～被害と生活」
（企画）山県高校歴史研究部

今年度、岐阜県立高等学校文化部活動推進指定を受けた山県高校歴史研究部。
「百聞は一見にしかず」をモットーとする同部が調査研究した「岐阜空襲」
をご覧いただきます。

●柳ケ瀬あい愛ステーション（柳ケ瀬通 2-17）での催し
日 時間 演目・出演者等 内容

12/18
（日）

13：00～ 14：00 鶯谷高校音楽科演奏会
（出演）鶯谷高校音楽科のみなさん

鶯谷高校の2年生・3年生総勢18名が、アンサンブルと合唱をお届けします。

16：15～ 17：15
※開場は16：00

柳ケ瀬あい愛寄席
（出演）岐阜大学落語研究会のみなさん

岐阜大学落語研究会が柳ケ瀬を笑いの渦で包みます。

●浄土寺（鶯谷町 1）での催し
日 時間 演目・出演者等 内容

12/17
（土）

13：00～ 14：00
三味線紙芝居「満月紙芝居劇場－花子－」
（出演）紙芝居：伊藤今日子さん
紙芝居制作：伊藤秀男さん

創作紙芝居の語りと津軽三味線の演奏で独特の世界を創る伊藤今日子さん
の、「花子」を題材にした紙芝居をお届けします。紙芝居制作は、各地で個
展を開き数々の賞を受賞した絵本作家の伊藤秀男さんによるものです。

14：00～ 15：00
まちなか歩き
（企画）岐阜市の「まちあるきマップ」を作ろう実行委
員会・道の歴史研究会

紙芝居が終わったらまち歩きに繰り出します。「花子」が晩年を過ごした岐
阜の町や御鮨街道を巡ります。

●賛同イベント
日 演目・出演者等 内容

12/1（木）
7：00～ 14：00
殿町珈琲（殿町 1-21-3）

「殿町市場」
（主催）華の風＆殿町カフェ　☎華の風058-266-8193
殿町珈琲090-2681-9844　※雨天時は12/2（金）に順延

毎月一回朝7時から開催する「殿町市場」。新鮮野菜、手づくりパン、特製スー
プなど、素材にこだわり、手づくりを大切にした品々で皆さんをお待ちして
います。

12/3（土）
10：30～ 16：00
八幡神社（八幡町 15）

「第38回小さなクラフト展」
（主催）岐阜スタイル　☎珈琲屋さむ058-262-3636
※雨天時は12/4（日）に順延

偶数月の第一土曜日、岐阜のまちなかの若手商店主たちが中心となって「人
と人」「店と店」「人と店」をつなげて輪を作ろう（クラフト）というイベン
ト。手づくり作品、こだわりの古道具、おいしい珈琲、焼きたてクッキーな
どこだわりの品々を扱うお店が出店します。

12/3（土）～12/11（日）

「柳ケ瀬123（ワンツースリー）計画Ⅱ
（セカンドステージ）」
（主催）岐阜柳ケ瀬商店街振興組合連合会
☎事務局058-262-6261

2012年岐阜国体の年、柳ケ瀬は誕生123年を迎えます。この123年に
ちなみ、柳ケ瀬商店街では、1・2・3（ワンツースリー）とステップアッ
プしながら商店街の活性化を進めています。ツーの年の今年、たっぷりの歴
史を味わいます。

12/3（土）
13：00～ 15：00
わくわくステージ
（高島屋東）

・柳ケ瀬商店街の歌でたどる歴史トーク
ショー
（出演）司会：本地洋一さん・まんが家：山田貴敏さん・
歌手：砂田おさむさん

「柳ケ瀬ブルース」など昭和に柳ケ瀬で流れていた音楽を演奏し、トーク
ショーを開催します。

12/3（土）
12：00～ 16：00
柳ケ瀬一帯

・柳ケ瀬み～つけスタンプラリー 子どもから大人まで誰でも参加できるスタンプラリーを開催します。

12/3（土）
15：00～ 16：00
柳ケ瀬あい愛ステーション

・まんが家　山田貴敏のできるまで
（出演）山田貴敏さん

子どもの頃柳ケ瀬で遊んでいたという、まんが家山田貴敏さん（「Dr コトー
診療所」作者）のフリートークを開催します。

12/3（土）
11：00～ 18：00
レンガ通り角

・一日限定カフェ「喫茶　スズラン」 昭和のころの柳ケ瀬の華やかさを再現したカフェを一日限定で開店します。

12/3（土）～12/11（日）
11：00～ 16：00
（最終日15：00まで）
柳ケ瀬あい愛ステーション

・柳ケ瀬歴史展 柳ケ瀬の古い写真、地図などを展示します。

12/11（日）
10：00～ 15：00
金公園噴水前広場

「ぎふ楽市楽座エコショップフリーマー
ケット」
（主催）ぎふ楽市楽座エコショップフリーマーケット実
行委員会

多数のブースが出店します。出店者も募集します！出展料は無料です。
詳しくはぎふ楽市楽座エコショップフリーマーケット実行委員会
☎080-6900-1163へ

12/17（土）
11：00～ 11：30
金公園

「丸窓電車お披露目会」
（主催）丸窓電車を保存する会
☎代表廣瀬058-320-1403（岐阜高専内研究室）

名鉄岐阜市内線・揖斐線・美濃町線を走っていた廃線当時現役日本最長老の
車両モ513（通称：丸窓電車）が市民の手によって岐阜市金公園に保存さ
れています。
今回南面と東面を補修整備し、綺麗になった丸窓電車を見に来て下さい。

12/17（土）
11：00～ 16：00
柳ケ瀬商店街劇場通り北・
柳ケ瀬本通

「ゆるクリ2011＠YANAGASE」
（主催）岐阜柳ケ瀬商店街振興組合連合会
☎事務局058-262-6261
（共催）ひとひとの会
（企画）やなな（岐阜県ときどき商工労働部長）

全国からゆるキャラが大集合！！ゆるキャラステージ、ご当地ブース、パレー
ドなどを予定しています。

12/18（日）
13：30～ 16：00
ＪＲ岐阜駅～柳ケ瀬あい愛ステーション

「明治・大正・昭和　まち発見のまち歩き」
（主催）岐阜を想う会　☎事務局080-3631-9125
（講師）安田千蔵さん（集合時間・場所）13：30　JR岐阜駅ミスド前 

岐阜をよく知る安田千蔵さんを案内人に、JR岐阜駅から柳ケ瀬あい愛ステー
ションまで、岐阜の明治・大正・昭和を感じられる場所を巡ります。
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＊ 期間中に展示物の入れ替えを行う場合があります。詳細はお問い合
わせください。

＊予定は変更になる場合があります。

● 問い合わせ
　（財）岐阜市にぎわいまち公社 TEL&FAX 058-266-1377
　柳ケ瀬あい愛ステーション  TEL&FAX 058-216-0371
 E-mail info@gifu-nigiwai.org

イベント・展示は、どなたでも

予約不要・無料でお楽しみいただけます
（一部のイベントを除く）。

ぜひ、お気軽に会場までお越しくださいませ。

●じゅうろくてつめいギャラリー（十六銀行旧徹明支店）での催し
日 時間 演目・出演者等 内容

12/11
（日）

オープニングイベント

10：30～
12：30

10：30～ チンドン屋の柳ケ瀬回遊（柳ケ瀬周辺）
（出演）オトヤ名曲デリバリー

懐かしいチンドンの音色が柳ケ瀬に響き渡り、これから始まる催しに心躍り
ます。

11：30～ 挨拶（出演）実行委員長ほか 主催者よりご挨拶申し上げます。

11：45～ 口上（出演）ぎふ葵劇場座長 口上により、「岐阜まち物語～第６幕～」の幕開けです。

12：00～
12：30

シャンソンコンサート
（出演）歌手：遠藤伸子さん　ピアノ：国島一美さん

歌手生活20周年を迎えた遠藤伸子さんが、大正ロマン・昭和レトロを歌い
上げます。

12/17
（土） 15：00～ 15：30

朗読「岐阜市巡覧唱歌」
（出演）語り：浅井彰子さん（フリーアナウンサー）・河
村たか子さん（フリーアナウンサー）　チェロ：北村多
佳子さん

明治時代に作られ、岐阜市内の町名を織り交ぜて名所や施設を紹介したとさ
れる「岐阜市巡覧唱歌」をチェロの調べと共に朗読いたします。また、昔の
岐阜のまちの様子を映像とともにお届けします。

12/18
（日）

13：00～ 「岐阜まち物語検定」表彰式
（企画）岐阜まち物語実行委員会

岐阜まち物語検定の成績優秀者を表彰します。

13：30～ 14：00
朗読「岐阜のつたえ話」
（出演）語り：前田幸子さん（フリーアナウンサー）　ヴァ
イオリン：濱島秀行さん

明徳・京町のつたえ話を朗読いたします。語りとヴァイオリンのコラボをお
楽しみ下さい。

14：00～ 15：00 唄とお話「見上げてごらん夜の星を」
（出演）歌手：大島花子さん　ギター：笹子重治さん

昭和の大スター坂本九さんの長女・大島花子さんのトーク＆ライブをお楽し
み下さい。

12/23
（金・祝）

13：00～ 18：00
※開場は12：45

「にぎわいコンサート」
（出演）加納高校音楽科・中部学院大学・同短期大学部
ハンドベルクワイアのみなさん（共催）十六銀行

「岐阜まち物語」の最終日、若さあふれる生徒・学生のみなさんによります
ピアノ、管楽器、合唱、ハンドベルなどによる多彩な音楽をお楽しみ下さい。

●展示
日 時間・場所 作品 内容

12/11
（日）

～

12/23
（金・祝）

10：00～ 17：00
じゅうろく
てつめいギャラリー

「女優　花子」ロダン作ブロンズ像、
高村光太郎からの手紙（複写）など
（企画）ぎふ「ロダン＆花子」の会

ロダンの唯一の日本人モデルであり、女優として欧米18カ国で活躍した「花
子」に関する展示です。ぎふ「ロダン＆花子」の会が所有するものや、岐阜
県図書館、一宮尾西歴史民俗資料館の協力による展示もあります。

岐阜市巡覧唱歌・岐阜縣地理唱歌
（企画）岐阜まち物語実行委員会

明治時代に当時の岐阜を歌った「岐阜市巡覧唱歌」と「岐阜縣地理唱歌」の
展示です。歌詞と当時の岐阜の図面を掲示しますので当時の様子がよくわか
ります。

青い目の人形（明徳）
（企画）明徳小学校

戦前、アメリカから日本へ友好のしるしとして贈られた青い目の人形。この
人形にまつわる心温まるお話を貴重な資料とともにご紹介します。

京まちの歴史パネル（京町）
（企画）京まちづくりの会

明治から昭和にかけての京町の歴史を、貴重な写真でご覧いただきます。

白山自治会連合会の取組み（白山）
（企画）響 明るい白山まちづくりの会

白山自治会連合会の取組みをご紹介します。

「岐阜空襲～被害と生活」
（企画）山県高校歴史研究部

今年度、岐阜県立高等学校文化部活動推進指定を受けた山県高校歴史研究部。
「百聞は一見にしかず」をモットーとする同部が調査研究した「岐阜空襲」
をご覧いただきます。

●柳ケ瀬あい愛ステーション（柳ケ瀬通 2-17）での催し
日 時間 演目・出演者等 内容

12/18
（日）

13：00～ 14：00 鶯谷高校音楽科演奏会
（出演）鶯谷高校音楽科のみなさん

鶯谷高校の2年生・3年生総勢18名が、アンサンブルと合唱をお届けします。

16：15～ 17：15
※開場は16：00

柳ケ瀬あい愛寄席
（出演）岐阜大学落語研究会のみなさん

岐阜大学落語研究会が柳ケ瀬を笑いの渦で包みます。

●浄土寺（鶯谷町 1）での催し
日 時間 演目・出演者等 内容

12/17
（土）

13：00～ 14：00
三味線紙芝居「満月紙芝居劇場－花子－」
（出演）紙芝居：伊藤今日子さん
紙芝居制作：伊藤秀男さん

創作紙芝居の語りと津軽三味線の演奏で独特の世界を創る伊藤今日子さん
の、「花子」を題材にした紙芝居をお届けします。紙芝居制作は、各地で個
展を開き数々の賞を受賞した絵本作家の伊藤秀男さんによるものです。

14：00～ 15：00
まちなか歩き
（企画）岐阜市の「まちあるきマップ」を作ろう実行委
員会・道の歴史研究会

紙芝居が終わったらまち歩きに繰り出します。「花子」が晩年を過ごした岐
阜の町や御鮨街道を巡ります。

●賛同イベント
日 演目・出演者等 内容

12/1（木）
7：00～ 14：00
殿町珈琲（殿町 1-21-3）

「殿町市場」
（主催）華の風＆殿町カフェ　☎華の風058-266-8193
殿町珈琲090-2681-9844　※雨天時は12/2（金）に順延

毎月一回朝7時から開催する「殿町市場」。新鮮野菜、手づくりパン、特製スー
プなど、素材にこだわり、手づくりを大切にした品々で皆さんをお待ちして
います。

12/3（土）
10：30～ 16：00
八幡神社（八幡町 15）

「第38回小さなクラフト展」
（主催）岐阜スタイル　☎珈琲屋さむ058-262-3636
※雨天時は12/4（日）に順延

偶数月の第一土曜日、岐阜のまちなかの若手商店主たちが中心となって「人
と人」「店と店」「人と店」をつなげて輪を作ろう（クラフト）というイベン
ト。手づくり作品、こだわりの古道具、おいしい珈琲、焼きたてクッキーな
どこだわりの品々を扱うお店が出店します。

12/3（土）～12/11（日）

「柳ケ瀬123（ワンツースリー）計画Ⅱ
（セカンドステージ）」
（主催）岐阜柳ケ瀬商店街振興組合連合会
☎事務局058-262-6261

2012年岐阜国体の年、柳ケ瀬は誕生123年を迎えます。この123年に
ちなみ、柳ケ瀬商店街では、1・2・3（ワンツースリー）とステップアッ
プしながら商店街の活性化を進めています。ツーの年の今年、たっぷりの歴
史を味わいます。

12/3（土）
13：00～ 15：00
わくわくステージ
（高島屋東）

・柳ケ瀬商店街の歌でたどる歴史トーク
ショー
（出演）司会：本地洋一さん・まんが家：山田貴敏さん・
歌手：砂田おさむさん

「柳ケ瀬ブルース」など昭和に柳ケ瀬で流れていた音楽を演奏し、トーク
ショーを開催します。

12/3（土）
12：00～ 16：00
柳ケ瀬一帯

・柳ケ瀬み～つけスタンプラリー 子どもから大人まで誰でも参加できるスタンプラリーを開催します。

12/3（土）
15：00～ 16：00
柳ケ瀬あい愛ステーション

・まんが家　山田貴敏のできるまで
（出演）山田貴敏さん

子どもの頃柳ケ瀬で遊んでいたという、まんが家山田貴敏さん（「Dr コトー
診療所」作者）のフリートークを開催します。

12/3（土）
11：00～ 18：00
レンガ通り角

・一日限定カフェ「喫茶　スズラン」 昭和のころの柳ケ瀬の華やかさを再現したカフェを一日限定で開店します。

12/3（土）～12/11（日）
11：00～ 16：00
（最終日15：00まで）
柳ケ瀬あい愛ステーション

・柳ケ瀬歴史展 柳ケ瀬の古い写真、地図などを展示します。

12/11（日）
10：00～ 15：00
金公園噴水前広場

「ぎふ楽市楽座エコショップフリーマー
ケット」
（主催）ぎふ楽市楽座エコショップフリーマーケット実
行委員会

多数のブースが出店します。出店者も募集します！出展料は無料です。
詳しくはぎふ楽市楽座エコショップフリーマーケット実行委員会
☎080-6900-1163へ

12/17（土）
11：00～ 11：30
金公園

「丸窓電車お披露目会」
（主催）丸窓電車を保存する会
☎代表廣瀬058-320-1403（岐阜高専内研究室）

名鉄岐阜市内線・揖斐線・美濃町線を走っていた廃線当時現役日本最長老の
車両モ513（通称：丸窓電車）が市民の手によって岐阜市金公園に保存さ
れています。
今回南面と東面を補修整備し、綺麗になった丸窓電車を見に来て下さい。

12/17（土）
11：00～ 16：00
柳ケ瀬商店街劇場通り北・
柳ケ瀬本通

「ゆるクリ2011＠YANAGASE」
（主催）岐阜柳ケ瀬商店街振興組合連合会
☎事務局058-262-6261
（共催）ひとひとの会
（企画）やなな（岐阜県ときどき商工労働部長）

全国からゆるキャラが大集合！！ゆるキャラステージ、ご当地ブース、パレー
ドなどを予定しています。

12/18（日）
13：30～ 16：00
ＪＲ岐阜駅～柳ケ瀬あい愛ステーション

「明治・大正・昭和　まち発見のまち歩き」
（主催）岐阜を想う会　☎事務局080-3631-9125
（講師）安田千蔵さん（集合時間・場所）13：30　JR岐阜駅ミスド前 

岐阜をよく知る安田千蔵さんを案内人に、JR岐阜駅から柳ケ瀬あい愛ステー
ションまで、岐阜の明治・大正・昭和を感じられる場所を巡ります。
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【主会場】

じゅうろくてつめいギャラリー（十六銀行旧徹明支店）
柳ケ瀬あい愛ステーション（柳ケ瀬通 2-17）

岐阜まち物語
“柳 ケ 瀬レトロ”に 出 逢 う、まち な か 歩 き
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（17日 三味線紙芝居の会場）
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岐阜市立図書館

鶯谷高校
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浄土寺

谷トンネル

会場）

鶯谷高校

P ｢岐阜まち物語」ののぼり旗が立ってい
る駐車場は、ノータイム500円でご利
用いただけます。入庫時に駐車場受付で
｢岐阜まち物語」会場へ行くことをお伝
えください。

［主催］岐阜まち物語実行委員会／（財）岐阜市にぎわいまち公社／岐阜市　

［後援］岐阜県／岐阜県教育委員会／岐阜市教育委員会／岐阜市商店街振興組合連合会／岐阜柳ケ瀬商店街振興組合連合会／ぎふまちづくりセンター　

［協力］（株）十六銀行／岐阜県図書館／一宮市尾西歴史民俗資料館

［問い合わせ］（財）岐阜市にぎわいまち公社／TEL&FAX.058-266-1377　E-mail info@gifu-nigiwai.org　http://www.gifu-nigiwai.org/
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朗読「岐阜のつたえ話」18日
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シャンソンコンサート11日

三味線紙芝居「満月紙芝居劇場－花子－」17日

【岐阜貯蓄銀行（現じゅうろくてつめいギャラリー）】
［昭和12年築 岐阜市都市景観重要建築物］
 写真：岐阜市歴史博物館蔵  

唄とお話
「見上げてごらん夜の星を」18日

大島花子さん

坂本九音楽事務所所属

名
ふり

前
がな

年齢 電話番号

住所 性別 男・女

解　答　欄
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10

問 11 問 12 問 13 問 14 問 15 問 16 問 17 問 18 問 19 問 20

第２回岐阜まち物語検定

問1   明徳小学校に保管中の「青い目の人形」3体の名前は 、セー
ラ、スーザン・ギブソンです。 に入る名前はなんでしょう。

Aマーサ　　　Bマリリン　　Cキャサリン　　Dアン
問2 岐阜空襲は昭和20年の何月何日の出来事でしょう。

A 8月 9日　　B 7月 9日　　C 6月 9日　　D 5月 9日
問3
　 

次の岐阜市巡覧唱歌 33番の歌詞中の に入る町名は何で
しょう。　「米屋町より引つづき　岐阜市役所は 常磐笹土
居過行けば　東御坊は小熊町」

A白木町　　　B今沢町　　　C神田町　　　D美江寺町
問4
　

岐阜市巡覧唱歌は何分の何拍子でしょう。

A 4分の2拍子　B 4分の3拍子　C 4分の7拍子　D 4分の8拍子
問5
　

円徳寺の前の歩道にある童の像が持っている果物は何でしょう。

Aりんご　　　Bみかん　　　Cぶどう　　　D柿
問6
　

 平成 20年 7月柳ケ瀬本通り沿いにオープンした柳ケ瀬あい愛ス
テーション。ここには、乳幼児を持つ親にとってありがたいものが
あります。それは何でしょう。
（平成23年度まちなか歩きクイズウォーク出題）

A授乳室　　　Bすべり台
Cすなば　　　Dマッサージチェア

問7
　 

柳ケ瀬本通りのフローレンス像（ステンドグラス）が持っている楽
器は何でしょう。

Aチェロ　　　Bフルート　　Cバイオリン　　D竪琴
問8
　

 やなな（柳ケ瀬非公式キャラクター）が平成23年 10月 16日に
岐阜県から任命された役職は○○○○商工労働部長です。○○○○
に入る文字は何でしょう。

Aたまたま　　　Bどきどき　　Cあるある　　Dときどき
問9
　

 「蕪城町」は何と読むでしょう。

Aなでしろちょう　　Bなできちょう
Cかぶきちょう　　Dかぶらぎちょう

問10
　

岐阜市日ノ出町は何丁目まであるでしょう。

A 3丁目　　B 4丁目　　C 5丁目　　D 6丁目
問11
　

美殿町通りは昔何と呼ばれていたでしょうか。

A銀座通り　　B竹下通り　　C渋谷通り　　D新宿通り

問12
　

 10 月 16日柳ケ瀬本通り沿いにオープンした「柳ケ瀬レンタサイ
クルポート」。1日1回のレンタサイクル利用料はいくらでしょうか。

A 100円　　B 200円　　C 300円　　D 500円
問13
　

 9月 23日柳ケ瀬本通り沿いにオープンした「柳ケ瀬健康ステーショ
ン」。ここにある設備は次のうちどれでしょう。

Aシャワー室　　Bサウナ　　Cマッサージ機　　D露天風呂
問14
　

 日本の歌舞伎などを題材とした大衆向け演劇の一座を組み、ヨーロッ
パやアメリカ18か国を巡業した人気スターであり、日本で唯一、
近代彫刻の巨匠オーギュスト・ロダンの彫刻のモデルになり、帰国
後24年間岐阜に住んだ人物は誰でしょう。
（平成19年度まちなか博士初級認定試験出題）

A花子　　Bみち子　　C初代　　D美代子
問15
　 

次の文章の空欄 に入る語句は何でしょう。「岐阜街道（尾
張街道）は御鮨街道として親しまれ、江戸時代、尾張藩が岐阜の特
産品の一つとして の熟鮨（なれずし）を幕府に献上する際
に利用していた街道である。」
（平成20年度まちなか博士初級認定試験出題）

A鮎　　B鮭　　C鯖　　D鮒　
問16
　

 JR 岐阜駅北口の駅前広場にそびえる「黄金の織田信長公像」。金箔
3層張りの銅像です。さて、この信長公像が持っていないものは何
でしょう。
（平成23年度まちなか歩きクイズウォーク出題）

A地球儀　　Bマント　　C火縄銃　　D西洋かぶと
問17
　

 金公園にある「丸窓電車」。大正15年に製造された「モ513」と
いう電車です。さて、この電車が「丸窓電車」と言われるようになっ
たのはどこの窓が丸いからでしょう。
（平成23年度まちなか歩きクイズウォーク出題）

A戸袋　　B全部　　C正面　　D運転席
問18
　

柳ケ瀬本通りに埋められている「柳ケ瀬ブルース」の作詞家は誰で
しょう。

A 北原白秋　　B 秋元康　　C 荒井由美　　D 宇佐英雄
問19
　

柳ケ瀬レンタサイクルポートに併設された駐輪場の1回当たりの駐
輪料はいくらでしょう。

A 無料　　B 50円　　C 100円　　D 200円
問20
　

柳ケ瀬あい愛ステーションのホールの机は何でできているでしょう。

A 木製　　B スチール　　C ダンボール　　D 石

下記の問題の、正解と思われる記号（A～D）を選び解答欄に記入して下さい。

キ　リ　ト　リ

柳ケ瀬やその周辺にちなんだ問題を出題しています。18日の表彰式に出席された成績優秀者には優秀賞と記念品を進呈します。
◆問題用紙配布場所　 じゅうろくてつめいギャラリー、柳ケ瀬あい愛ステーション、（財）岐阜市にぎわいまち公社（同ホームページでも）などチラシの配布場所
◆応 　募 　期 　間 12月11日（日）～12月14日（水）
◆応 　募 　場 　所 じゅうろくてつめいギャラリー、柳ケ瀬あい愛ステーション
◆応 　募 　方 　法  問題の下の解答用紙に、名前・年齢・電話番号・住所・性別・解答を記入し、キリトリ線で切りとり、応募場所で応募して下さい。
◆正解掲示期間・場所 12月15日（木）～12月23日（金・祝）じゅうろくてつめいギャラリー
  12月15日（木）～1月31日（火）柳ケ瀬あい愛ステーション・（財）岐阜市にぎわいまち公社（同ホームページでも）

〈解答用紙〉


