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お すしか い ど う

第６回御鮨街道市民ウォークのご案内
江戸時代に献上鮎鮨を運ぶルートであった岐阜街道は、通称「御鮨街道（鮎鮨
街道）」と呼ばれており、この献上行列を再現した御鮨街道市民ウォークが、今年
も下記のとおり、同委員会主催で開催されます。皆さんも是非ご参加ください。
◆開催日 9月23日（火・祝）※小雨決行
◆参加費 無料
◆参加方法 自由参加（途中参加も可能）
◆全長 約9ｋｍ
◆スケジュール
8：30 岐阜公園総合案内所に集合
8：45 開会式（出立イベント・木挽き太鼓の演奏）
9：00 出発
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にぎわいまち公社では、
こんなことをしています。
●市民の皆さんのまちづくり活動をお手伝いします。
み その

えのき

⇒出発後、
「御鮨所跡」にて献上鮎鮨の解説、
「御薗の榎」にて
梅ジュースのふるまいなど、
各地でイベント・おもてなしを実施

▲過去の開催の様子

15：00 笠松湊に到着。鮎雑炊のふるまい。
※上記は8月31日現在の予定（概要）です。最終及び詳細なスケジュールは、
後日実行委員会が発行するチラシをご確認ください。
今回岐阜市にぎわいまち公社は、
「御鮨街道市民ウォーク」
をより魅力的
に、
より地域に根ざしたイベントとするため、講演会やワークショップを企画し
ました。多くの地元住民の方々に参加いただき、貴重なご意見や魅力UPの
アイデアをいただきました。

・ウォーキングイベントの開催
・ぎふいざナビを活用したイベント

▲講演会
「知っとく！御鮨街道
の歴史」
（4月25日）
の様子

つなぐ人カレッジ〜２０１４〜 参加者募集！
（ぎふまちづくりコーディネーター養成講座）

今年で第３期を迎える「つなぐ人カレッジ」の参加者を募集しています。
現代の組織のリーダーには、仲間の意見を引き出し、まとめ、力を発揮できるよ
うにするコーディネーターが求められています。そんな「まちづくりコーディネー
ター」としての基本を講義とワークショップを通じて学びます。
今期はまちづくり活動で感じる悩みについて、ほかの受講生と一緒に考え、活動
のヒントになるような講座を行います。岐阜のまちのことをもっと知りたい、もっ
と関わりたいと思う方に是非参加していただきたいです。
１１月３日（月・祝） ９：３０〜１７：００
１１月８日（土）
９：３０〜１７：００
１２月１３日（土） ９：３０〜１７：００
１２月１４日（日） ９：３０〜１７：００

場所
第１・２回 金華公民館（岐阜市大工町１番地）
第３・４回 常磐公民館（岐阜市上土居838番地）

・まちづくり活動の支援及び相談に関すること
・わがまち探検マップコンクール事業
・ぎふまちづくりコーディネーター養成講座
・ぎふ景観まちづくりファンド事業
・まちなかライブラリーの設置
・まちづくりの調査研究、情報提供など
・まちづくりアドバイザーの派遣

●まちなか歩き推進のための事業を実施しています。

岐阜市にぎわいまち公社が魅力UPのお手伝い

講座日程
第一回 まちづくりの考え方
第二回 参加の手法を学ぼう
第三回 まちの宝物探しとそのまとめ方
第四回 まちづくりの計画づくり
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●中心市街地活性化に関する事業の推進をお手伝いします。
・中心市街地建て替え促進事業
・まちの魅力ＰＲ事業
・柳ヶ瀬プロデュース事業
・柳ヶ瀬にぎわい創出事業
・まちなかレンタサイクル管理業務
・柳ヶ瀬あい愛ステーションの運営・管理

●その他岐阜市からの受託事業を実施します。
・指定管理者として市営駐車場を管理
・岐阜公園総合案内所を管理
・低炭素型まちづくりの推進

NEW!

ぎふ・まちなかレンタサイクルに、
電動アシスト自転車登場！
！

受付所 ＜5箇所＞ ※返却はどのポートでも可能です。
●JR岐阜駅南口

9：00〜19：00（12〜2月は18：00まで）12/29〜1/3休み

●岐阜市役所南庁舎

9：00〜17：00 市役所休庁日休み

●岐阜公園

9：00〜18：00（12〜2月は17：00まで）12/29〜1/3休み

●鵜飼観覧船のりば

9：00〜17：00 12/29〜1/3休み

●長良川うかいミュージアム

9：00〜17：00（5/1〜10/15は18：00まで）
12/29〜1/3休み、
10/16〜4/30は火曜
（ただし祝日の場合は翌平日）休み

利 用 料 金
１００円／１日１回

利 用 期 間
２日まで
（2日200円）

※自転車の利用に際しては、
ルールを守り、
安全運転に心がけましょう。
※新成人の皆様へ：新成人無料券はその年の12月28日までの
利用が可能です。

▲1人乗り用

▲幼児同乗者用

８月１日から、
リサイクル電動アシスト自転車が
試験的に導入されました。
◆期間 ８月１日~来年３月３１日
◆種 類・利 用 対 象 者 ①１人 乗り用＝中 学 生 以
上、
②幼児同乗者用＝16歳以上/同乗の幼児は
6歳未満
◆導入場所（ポート名）
・台数 JR岐阜駅南口レ
ンタサイクルポート＝①3台・②1台、市役所南
庁舎レンタサイクルポート・岐阜公園レンタサ
イクルポート・うかいミュージアムレンタサイク
ルポート＝①②各1台
◆利用料 1日1回100円
◆注意事項 1回の貸出日数は1日に限ります。
借りたレンタサイクルポートに返却してください。

定員 ３０名（申込者多数の場合は抽選）
原則全４回参加できること。

無料（交通費・飲食は自己負担）

テキスト 『マチダス２０１１』
（定価2,500円）を使用します。
当日購入もできます。
お問い合わせ・申し込み （一財）にぎわいまち公社 ℡058-266-1377

岐阜市駅西駐車場、岐阜シティ・タワー43地下駐車場
じゅうろくプラザや岐阜シティ・タワー43、ＪＲ岐阜駅などをご利用の際は、
近くて便利な岐阜市駅西駐車場、岐阜シティ・タワー43地下駐車場をご利用下
さい。
●お問い合わせ：☎058 262 3301

●営業日：24時間営業、年中無休

●利用料金：30分150円〜

岐阜シティ・タワー43
地下駐車場

名鉄岐阜駅

岐阜市駅西駐車場

４時間を超え２４時間まで1,200円。
（お得な回数券もあります。
）

長良橋通り

受講料

◆お出かけの際は下記の駐車場をどうぞご利用ください。

金華橋通り

募集締め切り １０月２４日（金）

JR岐阜駅

駐車場を
活用してもっと
遊びにいこう！

たんけんマップづくり出前教室

柳ケ瀬商店街探検隊2014、
はじまりました。

子ども達に自分の住むまちの絵地図を募集する
「わがまち探検マップコンクール」の一環として、絵地図の作り方を学
ぶ体験教室を実施しています。今年度は岐阜市内の子ども会を対象に「たんけんマップづくり出前教室」
として行いまし
た。多数の応募をいただき、抽選の結果、茜部大野１
・
２子ども会と熊野町・豊岡町東子ども会に出前教室を行いました。
グ
ループに分かれて探検のテーマを決め、地元の方や岐阜大学教育学部のサポーターとまちを歩き、今まで知らなかった
まちの様子を絵地図にすることができました。

『6/8

茜部大野 1・2 子ども会』

ST
EP11
STEP

『6/14

きれいな水路が流れる
茜部大野のまちを生き
物、お花、建物、橋の４つ
のテーマに分かれて探
検しました。家の敷地の
中にある鳥居や、
カササ
ギなど地元の方から地
域の宝物についての話
が聞けました。

探検

公社では、商店街など関係機関と連携して、小学校社会見学プログラム
「柳ケ瀬商店街探検隊」の企画・運営をしています。岐阜市内の小学校３年
生を対象に、商店主との交流、対面販売の模擬体験を通じて「大きな商店
街」や「専門店の特徴や魅力」を学習するためのプログラムです。

熊野町・豊岡町子ども会』
下町情緒のある熊野町・
豊岡町を交通安全とま
ちの宝物の2つのテーマ
に 分か れて探 検しまし
た。新聞屋さんと自転車
屋さんでは、交通安全に
気を付けることを聞き、
豆腐屋さんではこの店の
こだわりを教えてもらい
ました。

❶基地で探検のブリーフィング
○○小学校の隊員の諸君。柳ケ瀬商店街へようこそ。
君たちの任務は、
「おみせのヒミツ」
と
「まちのヒミツ」を
リサーチしてくること。まずは柳ケ瀬商店街について説
明しよう…。

❷探検へ出発
隊員たちは、
グループに分かれて商店街へ出発。指令書と地図を片手に、迷いながらも目的地を目指し
ます。お店の人はニコニコしているけど、
インタビューするにはちょっと勇気が…。

ST
EP22 絵地図づくり
STEP
学生サポーターに教えてもらい
ながら、
探検のときに撮った写真
やメモを白地図に貼って、
説明を
書いていきました。
気になった建物や橋を牛乳パッ
クを利 用して立 体 的 に 作りま
した。

ST
EP33
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発表・投票

完成した絵地図を地元の
方にも来ていただき、みん
なの前で発表しました。ど
んな発見をしたか、元気に
言うことができました。
どのグループの発表と絵地
図が良かったか、
投票をしま
した。
ドキドキしたね。

交 通 安 全で 気を付 け
るところを折り紙で目
立たせて、見る人に良
く伝わるように工夫を
しました。

お店で聞いたこと
を ク イ ズ にした
よ。何人正解でき
るかな？

昔の時計のヒミツをリサーチせよ、原宿ファッションのお店をリサーチせよ、化粧品屋さんで特別な体験
にチャレンジせよ、
まちの安全・安心を守るヒミツをリサーチせよ、魚屋さんのヒミツをリサーチせよ、柳ケ

講評・感想

瀬の通りのヒミツをリサーチせよ…。
講師の先生から絵地図
の講評がありました。
まちの魅力が詰まった楽
しい絵地図を、子ども会
や地域の方と一緒に作
ることができました。

表彰

出前教室の全作品を講師が
審査し、優秀賞に選ばれた
グループには１０/２５に柳ヶ瀬
あい愛ステーションで開かれ
るマップコンクール表彰式で
表彰をします。

今まで知らなかっ
たまちのことを知
ることができまし
た。楽しかったよ。

❸任務の報告
○○小学校の隊員の諸君、
おかえりなさい。早速だが、

この経験を活かし
て、今度は自分で
絵地図を作って
「わ が ま ち 探 検
マップコンクー
ル」にぜひご応募
ください。

探検してわかったことや、びっくりしたことを報告しても
らおう。…任務を完了した隊員には認定書を。
平成26年度は、35の小学校、50以上の店舗・施設が
参加の予定です。(平成26年8月現在)

