
小学生のみなさん「柳ケ瀬商店街探検隊」は、いかがでしたか？

映画館のバックヤード探険、プロも使用する特殊な色鉛筆の体験、
ちょっと背伸びしてお肌診断の体験や、ほろ苦い珈琲の体験、
商品の名人さんのお話…。
目をキラキラさせた君たちからの任務の報告はとても印象的でした。

副隊⻑や柳ケ瀬商店街のお店が、親子で「まちのヒミツ」や
「お店のヒミツ」を探検できるプログラムをつくりました。
是非探検してみてください。

柳ケ瀬商店街探検隊 副隊⻑

25 小学3年生が探検した「お店のヒミツ」「まちのヒミツ」をリサーチするミッションを親子で体験 柳ケ瀬あい愛ステーション

柳ケ瀬商店街探検隊「やななからのミッション」

⽇ 時：①3⽉12⽇(⽇) 10:00〜 ②18⽇(土) 10:00〜
③20⽇(⽉･祝) 15:00〜 ④24⽇(⾦) 15:00〜 ※90分程度

集 合：あい愛ステーション 定員：10組20名/講座

参加費：1,000円/１組２名 （おみやげ付き）

対 象： 親子講座 （小学生と保護者）

申込先： あいステ 持ち物：歩きやすいくつ・服装、筆記用具

内 容：岐阜市内の小学３年生が行った社会見学プログラム（探検ミッション）を
親子でチャレンジしていただきます。
保護者の方は、お子さんがお店でインタビューを行ったり、体験する様子
を見守ってください。お店は３店ほど訪問する予定です。
※探検の様子の写真や、取材ノートをもとに作成した記事を、事業の報告や広報等で
使用する場合があります。あらかじめご了承の上お申込みください。

やななからのミッション

①たんけんの しれいしょを うけとる

②グループに わかれて、さくせんかいぎ

③まちのヒミツ・おみせのヒミツを リサーチ
（インタビューをしたり、たいけんしたり…）

④たんけんの まとめ

⑤にんむの ほうこく

⑥にんむ かんりょう！
（きらきら レア「たいいんカード」を ゲット）



17 ティダティダの人気メニュー ティダティダ
「かまぼこおにぎり」を食べて知る。

「かまぼこおにぎり」って何？ 「さーたーあんだぎー」って？
ティダティダメニューの話を聞きながら、出来たてを食べて、おなか
いっぱいになってください。この⽇だけ食べられるお菓子もアリ。

見学先：ティダティダ（担当：水野）
⽇時：3⽉11⽇（土）12:00〜13:30 参加費：1,000円/親子２人・大人1,000円/人
会場：店舗（⽇ノ出町1-20 ロイヤルビル1F） 定員：8人(4組)程度
対象： 親子講座 大人のみも可 申込先： あいステ

18 できたてをおいしく食べよう！ 持ち帰りもOK！ リエージュ
ピザ屋さんでピザづくりにチャレンジせよ

テイクアウト／イートインができる隠れ家のような小さなカフェで、
ピザ生地を自分で広げてトッピング。エプロン、三角巾を持参してく
ださい。（下記以外の時間、⽊曜以外の平⽇もご相談ください）

見学先：リエージュ（植村） 会場：店舗（徹明通1-19-2） 定員：1組/講座
⽇時：3/11(土)､12(⽇)､18(土)､19(⽇)､20(祝)､25(土)､26(⽇) 12:00〜18:00
のうちの60分程度 参加費：1,000円/人(飲物付) ※親子での参加費は人数分必要
対象： 親子 大人のみも可 申込先： あいステ または090-6614-6305

19 メキシコの主食 ラ・ロトンダ
トルティージャづくりにチャレンジせよ！

「トルティージャ」は、7000年前から食されているトウモロコシから
作る薄焼きパン。マサと呼ばれる粉を練り、プレンサで成型し、フラ
イパンで焼き上げます。焼きたての美味しさを味わってください。

見学先：多国籍料理 ラ・ロトンダ（担当：大橋） ※エプロンを持参ください
⽇時：3⽉11⽇(土)､12⽇(⽇) 各⽇15:00〜16:00 定員：5人/講座
会場：店舗（柳ケ瀬通1-18） 参加費：1,000円/親子２人・大人1,000円/人（飲物付）
対象： 親子講座 大人のみも可 申込先： あいステ

20 初心者のための鉄道模型講座 鉄道カフェはるか
電車の運転手さんの気分を味わおう！

鉄道模型の基礎知識から、正しい運転の仕方、取り扱い方などの説明
を聞きながら、電車の運転を時間いっぱい楽しんでいただきます。
お気に⼊りの電車の写真を撮影してもOKです。

見学先：鉄道カフェはるか（担当：新宮）
⽇時：3⽉11⽇(土)､18⽇(土)､19⽇(⽇)､20⽇(祝)､25⽇(土) 10:00〜11:00
会場：店舗（徹明通1-19） 定員：5組(10人)/講座 対象： 親子講座
参加費：1,200円/組（飲物込） 申込先： あいステ

21 探検隊で子どもたちに大人気のお店 末広屋
「はきもののお話」と「ミニ下駄づくり」

下駄（げた）っていつ頃からあるの？ 下駄に使われている⽊は？
下駄や草履（ぞうり）の種類は？ など、はきものの歴史や文化の話
のあと、約３cmの「ミニ下駄」一対（約３cm）をつくります。

見学先：末広屋（担当：増田）
⽇時：3⽉20⽇(⽉･祝) 10:30〜12:00頃
会場：あい愛ステーション 定員：10組 参加費：200円/組 (一対)
対象： 親子講座 申込先： あいステ

22 スマホ・デジカメの 55ステーション
写真をデコってアルバムを作ろう！

お気に⼊りのデータをプリントし、マステやシールでコラージュ ＆
デコレーションして、みんなでわいわいアルバムを作製しましょう。

※マステ・シール・アルバムはご用意しております。
その他使いたいものがあればお持ちください。

見学先：55ステーション柳ケ瀬店（担当：岡部・小畑）
⽇時：3⽉20⽇(⽉･祝) 14:00〜16:00頃 ※出来しだい終了。
会場：店舗（神田町4-16） 定員：6組 参加費：1,500円/組
対象： 親子講座 大人のみもOK 申込先： あいステ



23 世界でひとつのオリジナル！ ペルル バロック
真珠のプチネックレスづくり

ペルルバロックは丸くないパール「バロックパール」の専門店です。
⾊とりどり、形様々なパールを3〜7粒選び、親子１本ずつプチネック
レスを作りましょう。（5歳以上の親子でご参加ください）

見学先：ペルル バロック（担当：宮本） 会場：店舗（⽇ノ出町1-7）
⽇時：3⽉19⽇(⽇) 11:00〜12:00、25⽇(土)・26⽇(⽇) 各⽇11:30〜12:30
定員：2組/講座 参加費：2,000円/組
対象： 親子講座 （５歳以上） 申込先： あいステ

24 柳ケ瀬で、毎⽉第3⽇曜⽇に開催される まちのヒミツ
サンデー･ビルヂング･マーケットを体験せよ!

「手づくり」と「こだわり」が詰まったライフスタイルマーケット。
ここでしか会えないひと、ここにしかないモノ、ここにしかない空
間。それを楽しみに、まちに出かけ、買い物をする、友達に会う、お
茶をする…｡
毎回すてきな約150のお店が柳ケ瀬に出店します｡あなたも新しい柳ケ
瀬を体験してみませんか。（自由散策）

開催⽇時 3⽉19⽇(⽇) 11:00〜16:00 （毎⽉第3⽇曜⽇） 予約不要

第2回 親子･大人の社会見学プログラム「柳ケ瀬商店街探検隊」カレンダー（開催期間 平成29年3⽉11⽇〜3⽉26⽇）

⽇曜⽇ ⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇ 土曜⽇

3/11 01 やまだ呉服店
03 スマイルあすか
07 いしぐれ珈琲
17 ティダティダ
18 リエージュ
19 ラ･ロトンダ
20 鉄道カフェはるか

3/12 01 やまだ呉服店 3/13 09 ミツバチ食堂 3/14 05 健康ステーション 3/15 08 たつみ茶寮 3/16 06 広瀬本店 3/17 13 ブルーメ 3/18 04 ナミコシ
18 リエージュ 14 ペルルバロック 10 神室町商店 05 健康ステーション
19 ラ･ロトンダ 18 リエージュ
25 やななからの指令 20 鉄道カフェはるか

25 やななからの指令

3/19 07 いしぐれ珈琲 3/20 18 リエージュ 3/21 02 椿庵 3/22 3/23 06 広瀬本店 3/24 25 やななからの指令 3/25 14/23 ペルルバロック
16 55ステーション 20 鉄道カフェはるか 15 ロイヤル劇場
18 リエージュ 21 末広屋 18 リエージュ
20 鉄道カフェはるか 22 55ステーション 20 鉄道カフェはるか
23 ペルルバロック 25 やななからの指令
24 サンビルMKT

3/26 11 ルーザーズ
12 ⻁屋
14 ペルルバロック
18 リエージュ
23 ペルルバロック

事前の予約が必要です ※申込み方法は裏面に記載

●申込み受付は、先着順に受け付けます。
●定員になり次第、締め切りいたします。
●ご都合が悪くなった場合は、ご連絡をお願いします。
●一般の方（探検隊参加校の関係者や子ども達のご家族以外）
もお申し込みいただけます。
●あい愛ステーションへの電話での受付について、１回の電話
で、最大３講座までの予約を承ります。
●参加費（材料費）は、当⽇各店舗にお支払いください｡記載
の参加費（材料費）以外の請求はありません。
●見学中は参加者には商品の販売はいたしませんので、安心し
てご参加ください。
●各店舗には駐車場がありません。
●予約状況（空状況）及び､追加ミッション等の情報は､
｢あい愛ステーションブログ 検索 ｣でお知らせします｡

開催店MAP 若宮通り

やまだ呉服店
あい愛ステーション●

柳ケ瀬健康 ● ● ■ ●ラ･ロトンダ 中日ビル
ステーション ナミコシ椿庵 ● ●ペルル･バロックブルーメ ルーザーズ ●末広屋●

●
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●通 通
スマイルあすかり り

アクアージュ柳ケ瀬
神室町商店

55ステーション●●

●
いしぐれ珈琲

●広瀬本店
ドン･キホーテ

リエージュ●
はるか●

徹明通り

主催：岐阜市（まちづくり推進政策課）、一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社、およびミッション提供の店舗･施設



01 お子さんの晴れ舞台に着物で出席 やまだ呉服店
卒業式･入学式･七五三のためのワンポイント講座

お子さんと歩く着物姿のお⺟さんはとても素敵です。卒業式や⼊学式､
七五三に⺟親が着る着物の種類や⾊、帯やバッグ、小物について、ワ
ンポイントアドバイスを行います。お気軽にご参加ください。

見学先：やまだ呉服店（担当：島塚）
⽇時：3⽉11⽇(土)・12⽇(⽇) 各⽇11:00〜12:00、14:00〜15:00
会場：店舗（柳ケ瀬通2-2） 定員：5人/講座 参加費：無料
対象： 大人向け 申込先： あいステ

02 着物のお話 中級編 リサイクル着物 椿庵
「着物」いつ着るの？ 今でしょ！

今、食事会、同窓会、パーティーなどに着物をお召しになる方が多く
なってきました。しかし…、何を着て行って良いか分からない方に肩
肘張らないリラックス着物講座を行います。

見学先(講師)：リサイクル着物 椿庵（担当：松田）
⽇時：3⽉21⽇(⽕) 11:00〜12:00
会場：柳ケ瀬あい愛ステーション 定員：5人 参加費：無料
対象： 大人向け 申込先： あいステ

03 スマイルあすか本店 (岐阜薬局本店)
お手軽エステ付き 大人のメーク体感

15分で出来る（毛穴またはハリ・ツヤコース）エステを体感後に、春
の旬メークを体感する、資生堂＆スマイル本店オリジナル美容講座で
す。

見学先：スマイル本店（担当：駒澤）
⽇時：3⽉11⽇(土) ①11:00〜12:00、②13:00〜14:00、③15:00〜16:00
会場：店舗（⽇ノ出町2-23） 定員：2人/講座 参加費：1,080円
対象： 女性限定 申込先： あいステ または店舗（058-262-0260）

04 50歳以上の方歓迎!! 化粧品のナミコシ
いつものメイクにワンポイントレッスン

春本番を前に、いつものメイクをワンポイントチェンジ！
ふだんのメイクでお越しください。肌の悩みのご相談やご質問もお気
軽にどうぞ。

見学先：化粧品のナミコシ（担当：増田）
⽇時：3⽉18⽇(土) 11:00〜15:00の40分程度（その他の⽇時でも応相談）
会場：店舗（柳ケ瀬通2-20） 定員：2人/講座 参加費：無料
対象： 大人の女性 申込先： あいステ または店舗（058-262-3270）

05 しなやかな身体をつくる 岐阜市柳ケ瀬健康ステーション
「バレトン」にチャレンジせよ

バレトンとは、筋力トレーニング＆バレエ＆ヨガの３つの要素を融合
した女性に大人気の有酸素運動です。運動ができる服装でご参加くだ
さい｡

会場･見学先：岐阜市柳ケ瀬健康ステーション（柳ケ瀬通3-22）
⽇時：3⽉14⽇(⽕) 18:30〜19:15、18⽇(土) 15:15〜16:00
定員：5人程度/講座 参加費：無料
対象： 大人向け 申込先： あいステ

06 ぴったりとした靴に出会えない方の靴の専門店 広瀬本店
自分の足の特徴・サイズを知ろう！

自分の足が、⻑いのか、細いのか、幅広いのか、甲高なのか、扁平な
のか、トラブルが有るのか…。シューフィッター（専門家）が、採寸
・診断いたします。外反⺟趾や足でお悩みの方もお気軽にどうぞ。

見学先：広瀬本店（担当：広瀬）
⽇時：3⽉16⽇(⽊)・23⽇(⽊) 各⽇11:00〜11:40
会場：店舗（神室町2-13） 定員：3人/講座 参加費：無料
対象： 二十歳以上の女性 申込先： あいステ



07 自家焙煎のお店で いしぐれ珈琲
珈琲の飲み比べにチャレンジせよ

当店は自家焙煎の珈琲豆店。
焙煎の方法や産地によって、様々な香りや味を楽しむことができます｡
今回用意するのは、６カ国の銘柄です。お楽しみに！

見学先：いしぐれ珈琲（担当：石榑）
⽇時：3⽉11⽇(土)、19⽇(⽇) 各⽇10:00〜11:30頃
会場：店舗（神室町2-15） 定員：7人/講座 参加費：500円
対象：珈琲好きな人 申込先： あいステ

08 懐かしい昭和の味と香りと共に たつみ茶寮
思い出話に花を咲かせましょう

店の珈琲は、昔ながらの煮出し式で煎れています。お鍋で珈琲豆を煮
て、沸騰する前に火を止めます。濃いめの珈琲を飲みながら、往時の
柳ケ瀬の地図や写真をお楽しみください。

見学先：たつみ茶寮（担当：竹中）
⽇時：3⽉15⽇(⽔) 14:00〜15:00
会場：店舗（⽇ノ出町2-16） 定員：10人 参加費：400円
対象： 大人向け 申込先： あいステ

09 かおりさんの料理教室 ミツバチ食堂
自然素材を使ったミツバチ食堂の料理教室

ミツバチ食堂は、農家さんから直接届く､自然の力で育ったお米・野菜
・穀物を使った食堂。料理家の岡田桂織さんによる穀物菜食の料理教
室を開催します。（エプロン、筆記用具、お持ち帰りの場合は容器を持参）

見学先：ミツバチ食堂（担当：野村）
⽇時：3⽉13⽇(⽉) 11:00〜14:30頃 会場：店舗（⽇ノ出町2-5）
定員：若干名 参加費：3,800円 対象： 大人向け
申込先： あいステ または店舗（058-266-5004・3/3以前より申込可）

10 沖縄居酒屋 × 泡盛蔵元 神室町商店heat
沖縄の食文化と泡盛にチャレンジせよ

神室町商店から、沖縄の食文化やお料理を紹介します。また、首里最
古の蔵元・瑞穂酒造さんをまねいて、泡盛の飲み比べや、おいしい飲
み方を体験します。公共交通機関か徒歩でご参加ください。

見学先：沖縄居酒屋 神室町商店heat（担当：水野）
⽇時：3⽉15⽇(⽔) 19:30〜21:30
会場：店舗（神室町1-15） 定員：8人 参加費：2,000円
対象： 大人向け （泡盛の試飲あり） 申込先： あいステ

11 PUB文化についての説明と ルーザーズ
ギネスビールの注ぎ方を学ぶ

岐阜県内では数少ないギネスビールを生樽で楽しむことができるアイ
リッシュパブです。PUBの歴史や、アイリッシュパブとブリティッシ
ュパブの違い。ギネスビールの説明。正しい注ぎ方をお話しします。

見学先：アイリッシュパブ LOSERS（ルーザーズ）（担当：早川）
⽇時：3⽉26⽇(⽇) 17:00〜17:30頃 会場：店舗（⽇ノ出町2-2）
対象： 大人向け （ギネスビールを1PINT(568ml)注いで飲んで頂きます）
定員：5人程度 参加費：1,000円 申込先： あいステ

12 あなたも和菓子屋さん!？ ⻁屋
自分で最中に「あんこ」をつめてみましょう!

和菓子や小豆のいろいろなお話を聞きながら最中にあんこをつめてみ
ましょう。出来あがった最中を召し上がりながらほっこりとしたひと
ときを過ごしませんか？

見学先：和菓子の⻁屋（担当：児玉）
⽇時：3⽉26⽇(⽇) 13:00〜14:00
会場：店舗（⽇ノ出2-16） 定員：5人 参加費：無料
対象： 大人向け 申込先： あいステ



親子･大人の社会見学
柳ケ瀬商店街探検隊

平成29年3⽉11⽇〜3⽉26⽇

お店のこだわりや専門知識にふれ、対面販売の楽しさを体験して、
まちを楽しんでいただくためのプログラムです。

今年度も岐阜市内の小学校35校の
児童が、小学３年生向けのプログ
ラムにチャレンジしました。
大好評につき、親子･大人向けに
アレンジした「第2回親子･大人の
社会見学プログラム柳ケ瀬商店街
探検隊」を開催します。

■■ お申込み方法

①電話または直接､あい愛ステーションに申込み
あいステ TEL 058-216-0371

電話受付開始 平成29年3月3日(金) 11時から
※大変混み合うことが予想されます。ご了承ください。

②インターネットからの申込み
あいステ http://gifuyanagase.blog134.fc2.com/

あい愛ステーション ブログ 検索

Web受付開始 平成29年3月3日(金) 15時から
※詳しくはWebをご覧ください。

■■ お問い合わせ先
まちなか情報交流拠点

岐阜市柳ケ瀬通2-17 電話＆FAX: 058-216-0371
開館時間: 11:00〜19:00 休館⽇: ⽊曜⽇

13 天然アロマを使った ブルーメ
ルームミストづくりにチャレンジせよ

当店は、アロマオイル、紅茶・ハーブティの専門店。
アロマテラピーの仕組みを学びながら、天然アロマでオリジナルのル
ームミストづくりを行います。お部屋も気分も生まれ変わります。

見学先：オーガニックアロマ専門店 Blume.（担当：高舘（たかだて））
⽇時：3⽉17⽇(⾦) 13:00〜14:00頃
会場：店舗（⽇ノ出町2-12） 定員：4人 参加費：1,000円
対象： どなたでもOK 申込先：あいステ または店舗(058-214-4739)

14 カジュアルファッションにぴったり ペルル バロック
バロックパールの皮コードネックレスづくり

ペルルバロックは丸くないパール「バロックパール」の専門店です。
ゆがんだ形のパールを牛皮コードに通して、デニムにもワンピにも合
うカジュアルなネックレスを作りましょう。

見学先：ペルル バロック（担当：宮本） 会場：店舗（⽇ノ出町1-7）
⽇時：3⽉14⽇(⽕) 11:30〜12:30、25⽇(土)・26⽇(⽇) 各⽇14:00〜15:00
定員：4人/講座 参加費：1,800円
対象： 大人向け 申込先： あいステ

15 映写技師 橋本義信の仕事部屋 ロイヤル劇場
フィルム映画館の舞台裏を見学

毎⽇フィルム映画を上映する映画館は⽇本にはもはや皆無。
傷つき、もろくなったフィルムに映写技師が命を吹き込みます。
カタカタ動く映写機が、今⽇も皆さまを古き良き時代に誘います。

見学先：ロイヤル劇場 （高倉 健 主演「ゴルゴ13」東映 昭和48年作品）
⽇時：3⽉25⽇(土) 9:00〜11:50 ※10:00より映画鑑賞
集合：あい愛ステーション 定員：8人 参加費：500円
対象： 大人向け 申込先： あいステ

16 デジカメが発明される前の写真のヒミツ 55ステーション
使い捨てカメラの撮影＆現像を体験せよ！

１組に１つ、使い捨てカメラをお渡しします。みんなで柳ケ瀬周辺を
探検・撮影したあと、お店に戻り、自分で現像機と銀塩プリンターを
使って実際に現像していただきます。

見学先：55ステーション柳ケ瀬店（担当：岡部・小畑）
⽇時：3⽉19⽇(⽇) 13:00〜15:00頃
会場：店舗（神田町4-16） 定員：5組 参加費：2,000円/組
対象： 親子講座 大人のみもOK 申込先： あいステ


