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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をご利用
になるとノータイム500円に
なります。
このシステムを利用される場
合は、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　

  ［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／文化のみち二葉館　　［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/blog/

【岐阜貯蓄銀行（現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  

平成21年9月12日（土）カラ9月20日（日）マデ
会場 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）
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平成21年99月1212日（土）カラカラ99月月2020日（日）マデマデ

第

幕岐阜まち物語
“柳ケ瀬レトロ”に出逢う、まちなか歩き岐阜市制120周年記念事業

オープニングイベント「チンドン屋の回遊」
懐かしいチンドンの音色が柳ケ瀬に響きわたります。そのにぎやか
な音とともに『岐阜まち物語～第4幕～』の幕が開きます。

●9月12日（土）12:30～　柳ケ瀬周辺

「花子と貞奴物語」～小さい花子より～
世界を駆け抜けた2人の女優「花子と貞奴」を、「ぎふ花子一座」が
三味線・舞・朗読で語ります。

●9月12日（土）13:30～　てつめいギャラリー

まち歩きイベント
「カメラを通して見たまち・おしゃべりを通して聞くまち」
まちなかにある魅力の再発見を目指し、大学生が2つのまち歩き
コースを設定しました。
①カメラコース「まちなかてくてく with カメラ 」
カメラを通してまちの魅力を再発見！ 参加者の皆さんに、まち
なかにある魅力ある風景を切り取ってもらいます。

②おしゃべりコース「まちなかきらきら Talking」
商店街の人とおしゃべりを楽しんで、商店街ならではの人のつな
がりを体感します。とっておきの柳ケ瀬秘話が聞けるかも…。

●9月13日（日）10:00～　市内中心部
参加希望の方は、9月10日（木）17:00までに下記までご連絡ください。
財団法人 岐阜市にぎわいまち公社
TEL・FAX 058-266-1377　E-mail info@gifu-nigiwai.org

参加者
募集！！

放談「花子放談」～神山征二郎さん・市原悦子さん・前田幸子さん
講演「女優 花子とその時代」～神山征二郎さん

「岐阜まち物語～第4幕～」エンディングには、神山征二郎さん・
市原悦子さん・前田幸子さんを迎え、「女優 花子」について語ってい
ただきます。

●9月20日（日）13:45～　てつめいギャラリー



G I F U M A C H I M O N O G A T A R I岐阜まち物語̃第4幕̃

*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。 （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

問

◆イベント

日にち 時間・会場 タイトル（出演者など） 内　容 企画・問い合わせ

9/12(土)

11:20～12:30
柳ケ瀬あい愛ステーション

『おはなしだいすき』～子どもゆめ基金助成活動～
「ファンタジーの世界へ」

大型絵本の読み聞かせやエプロンを使っておは
なしをするエプロンシアターなど、親子で一緒に
おはなしの世界を楽しみます。

てっての会

12:30～13:30
柳ケ瀬周辺

チンドン屋の柳ケ瀬回遊
懐かしいチンドンの音色が柳ケ瀬に響き渡りま
す。そのにぎやかな音とともに「岐阜まち物語～
第4幕～」の幕が開けます。

オトヤ名曲デリバリー

１3:00～13:30
てつめいギャラリー

オープニング「岐阜まち物語　第4幕」 今年もぎふのまちの様々な魅力を伝えます。 岐阜まち物語実行委員会

13:30～14:30
てつめいギャラリー

『ぎふ花子一座』
杵屋勝哉・杵屋勝音哉、璋富佳那恵、なみごろう、遠藤伸子
による「花子と貞奴物語」～小さい花子より～

世界をかけた女優ふたりを、「ぎふ花子一座」が
三味線・舞・朗読で語ります。貞奴の三味線による
端唄・「槍さび」に、乞うご期待！

ぎふ「ロダン＆花子」の会

14:00～14:40
柳ケ瀬あい愛ステーション

加納高校音楽科演奏会
ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」より

加納高校音楽科1年生38名による演奏会。「サ
ウンド・オブ・ミュージック」を爽やかな歌声でお届
けします。

加納高校

14:30～15:30
てつめいギャラリー

講演『高村光太郎と岐阜』
丸山幸太郎さん

昭和2年ロダン作「花子のマスク」見たさに岐阜
を訪れた、日本を代表する芸術家である高村光
太郎と岐阜について語ります。

(財)岐阜市にぎわいまち公社

9/13(日)

10:00～12:00
市内中心部

『カメラを通して見たまち・おしゃべりを通して聞くまち』
①カメラコース「まちなかてくてく with カメラ」
②おしゃべりコース「まちなかきらきら Talking」

岐阜市のまちなかにある魅力の再発見を目指
し、岐阜まち物語実行委員会の大学生が企画し
ました。カメラを通して魅力を再発見するカメ
ラコースと、商店街の人とおしゃべりを楽しんで
人のつながりを感じるおしゃべりコースの2つの
コースを設定しました。

岐阜まち物語実行委員会

１4:00～14:45
15:00～15:45
柳ケ瀬あい愛ステーション

コンサート　柳生伸也さん
シンガーソングライターの柳生伸也さんのコン
サート。インターネットでも話題のオリジナル
曲やスタンダードナンバー、童謡など、アコース
ティックサウンドでお届けします。

(財)岐阜市にぎわいまち公社

9/19(土)

11:00～12:00
柳ケ瀬あい愛ステーション

『やながせ的モダンガールプロジェクト』
柳ケ瀬で揃えたアイテムを使ってかわいくなろう♪

自他ともに認めるおしゃれなお姉さんと、かわい
くなりたいお姉さんがパートナーとなって、柳ケ
瀬をまち歩きし、これと思うアイテムを手に入れ
て“変身”！ 当日は柳ケ瀬まち歩き＆コーディネー
トの映像を流し、変身した女性をファッション
ショー風に発表します。

やながせモボ・モガ研究会

１3:00～14:00
柳ケ瀬あい愛ステーション

コンサート　濱島秀行×ユキト
「ヴァイオリンとギターの弦奏世界へようこそ」

ヴァイオリンとギターの音色に酔いながら、楽し
いひとときをお届けします。 (財)岐阜市にぎわいまち公社

15:00～16:00
柳ケ瀬あい愛ステーション

鶯谷高校音楽科　演奏会
鶯谷高校の1～3年生まで総勢21名が、アンサ
ンブルと合唱をお届けします。 鶯谷高校

9/20(日)

１3:00～13:30
てつめいギャラリー

シャンソン『ボンジュール　ピアフさん』
遠藤伸子さん

ぎふ「ロダン＆花子」の会では、おなじみのシャン
ソン歌手：遠藤伸子さんによるミニコンサートで
す。遠藤伸子さんが憧れ、フランスで最も愛され
ている歌手の一人であり、国民的象徴であるエ
ディット・ピアフさんを思い歌います。

ぎふ「ロダン＆花子」の会

13:45～14:30
てつめいギャラリー

講演『女優 花子とその時代』
神山征二郎さん

岐阜市出身の神山征二郎監督が、明治・大正に欧
米で活躍した二人の女性『花子と貞奴』について
語ります。

(財)岐阜市にぎわいまち公社

14:45～16:00
てつめいギャラリー

『花子放談』
映画監督 神山征二郎さん　　女優 市原悦子さん
フリーアナウンサー 前田幸子さん

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』について、映画監
督神山征二郎さん・女優市原悦子さん・フリーア
ナウンサー前田幸子さんが放談します。

(財)岐阜市にぎわいまち公社

◆展　示

日にち 時間・会場 タイトル（展示物） 内　容 企画・問い合わせ

期間中

10:00～17:00
てつめいギャラリー

『女優　花子』
ロダン作ブロンズ像の「死の首」・「空想に耽る女」、高村光太
郎からの手紙（複写）など

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

10:00～17:00
てつめいギャラリー

『貞奴』
貞奴が使用した三味線、貞奴が描いた着物・帯、岐阜女子短
期大学の学生さんが復元した貞奴デザインの「ヤッコドレス」など

花子と同じ時代に欧米で活躍した『川上貞奴』の
使った三味線、自ら描いた着物、帯を展示します。 ぎふ「ロダン＆花子」の会

10:00～17:00
柳ケ瀬あい愛ステーション

地域研究部会
研究発表資料の展示

第33回 全国高等学校総合文化祭三重大会 
熊野古道部門でのパネル発表を展示します。

岐山高校・山県高校・加納高校
地域研究部会

11:00～19:00
柳ケ瀬あい愛ステーション

パネル展示
『わがまち探検マップコンクール 絵地図の作り方』

8月3日に開催された絵地図の作り方を楽しみ
ながら学べる「第5回 わがまち探検マップコン
クール・絵地図のつくり方ワークショップ」の様子
をパネル展示します。現在コンクール作品募集
中です（9/24締切）。

（財）岐阜市にぎわいまち公社

11:00～19:00
柳ケ瀬あい愛ステーション

地図と模型と写真『柳ケ瀬　今昔』

柳ケ瀬の昔の写真を展示。現在の柳ケ瀬の模型
や写真とともに柳ケ瀬の今と昔を展示。平成20
年度児童生徒地図作品展で岐阜県教育長賞を
受賞した「がんばれ！やながせ商店街！」の展示も
行います。

（財）岐阜市にぎわいまち公社
柳ケ瀬プロデュースチーム

◆協力イベント

日にち 時間・会場 タイトル（出演者など） 内　容 企画・問い合わせ

9/12（土）
   13（日）

10:00～15:00
金公園北側広場
（からくり時計前）

「チャリティーぎふ 楽市楽座エコショップ」

市民参加型のリサイクル運動と地域活性化や
社会福祉への貢献を目的に行う、エコショップフ
リーマーケット。両日とも40ブースの出店を予
定しています。

ジィ エフ エム協会
（ぎふリサイクル運動推進の会）

フリーマーケット出店者募集！　詳しくは、ジィ エフ エム協会事務局（TEL 058-213-7613）まで（受付時間 10：00～18：00）

参加者募集！！参加希望の方は９/１０（木）までに下記問い合わせ先までご連絡ください。


