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第6回御鮨街道市民ウォークが開催されました。
江戸時代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
今年も開催されました。当日は多くの方が参加され、
沿道では各種団体によ
る史跡の説明や飲み物の配布などがありました。
また今回は、
地域住民の皆様に地域の宝である
「御鮨街道」の良さを再発
見していただくため、9月のウォーキングに先立ち、講演会「御鮨街道の歴
史」
（4月25日開催）
や「御鮨街道わくわくワークショップ」
（5月29日・6月
27日開催）
が催され、岐阜市にぎわいまち公社も事務局として運営に携わ
りました。
■日 時 9月23日
（火・祝）
・スタート 8：45 岐阜公園総合案内所
・ゴール 15：00 笠松湊
岐阜市にぎわいまち公社が魅力UPのお手伝い
■全 長 約9
ｋｍ
■参加者 1,400名
（主催者発表）
■主 催 御鮨街道市民ウォーク実行委員会
■事務局 一般財団法人 岐阜市にぎわいまち公社

一般財団法人 岐阜市にぎわいまち公社〈中心市街地整備推進機構・景観整備機構〉 平 成 2 6 年12 月 発 行
岐阜市神田町1丁目11番地 TEL 058−266−1377 FAX 058−215−7155 ホームページ http://www.gifu-nigiwai.org

▲白 木 町 公 園 で 一 休 み。お 茶 など
が振る舞われました。

わがまち探検マップコンクール
公開審査会・表彰式（２・３面）

第6回御鮨街道市民
ウォーク

まちなか
歴史クイズウォーク

▲岐阜公園総合案内所前
をいざ出発。

▲黄金の織田信長公像に
関する問題も出題され
ました。

▲笠 松 町 商 工 会 館 前 で 宿 次。子ど
もたちにバトンタッチ。

▲まちへの思いを一生懸命 ▲受賞者のみなさん
発表してくれました。
おめでとうございます。

レンタサイ
ク
出かけよ ルで
っ
ぎふのま ♪
ち

▲笠松湊に無事ゴール。
このあと参
加者に鮎雑炊が振る舞われました。

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。

まちなか歴史クイズウォークを開催しました。
岐阜市からの委託事業「まちなか歩き回廊推進事業」
として、
「まちなか
歴史クイズウォーク」を開催しました。
参加者にはスタートの際受付にて歩数計を進呈。歩数を計測しながら市
内各地に設置してあるクイズを解いていただき、
ゴールの際、受付にて粗
▲ＪＲ岐阜駅北口駅前広場の様子

品を進呈するというイベントでした。天候にも恵まれ、大人から子どもまで
大変多くの方にご参加いただきました。
■日

時

11月22日
（土）
・23日
（日・祝）
・スタート受付

9時〜15時

・ゴール受付
▲金公園受付所の様子

■受付場所

16時まで

・ＪＲ岐阜駅北口駅前広場
・金公園
・岐阜公園総合案内所

■歴史クイズ設置個所

21箇所

■路面表示クイズ設置個所
▲岐阜公園総合案内所受付所の様子

■参加者

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

●まちなか歩き推進のための事業を実施しています。

●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

・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

●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。

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

・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

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。

・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

3箇所

510名

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

◆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

歴史クイズではこんな問題が出題されました。
■問題■
鵜匠の「
」
という掛け声と船縁を櫓で「ドンドン」
とたたく音は、平成8年（1996年）
に環境庁（現在の環境省）の「残
したい日本の音風景100選」に選定されました。
に入る言葉として正しいものは？
１．エイエイ ２．ヤアヤア ３．ハッハッ ４．ホウホウ ５．ミァーミァー
（答えは、中面右下にあります。）

JR岐阜駅

駐車場を
活用してもっと
遊びにいこう！

第10回わがまち探検マップコンクール

入賞作品決定！
！

『わがまち探検マップコンクール』は、将来のまちづくりを担う子どもたちにまちへの関心をもっても
らうために、自分の住むまちの絵地図を募集しています。第１０回目を迎える今回は合計58作品のユニー
クな視点でまちを描いた絵地図の応募をいただきました。
第1次選考会と公開審査会の結果、市長賞に明郷小学校５年生 藤井 ことかさんの「緑のトンネル本郷
ケヤキ並木」が選ばれたほか、以下のように各賞が決定しました。

本郷ケヤキ並木』
藤井ことか さん

『木之本校区安全マップ』
木之本小学校４年 大杉公柚稀 さん

『網代の牛舎たんけんマップ』
網代小学校４年 早川ゆうか

さん

電気で未来を
照らしま賞

わたしの町
今も昔も美しいで賞

市民特別賞

『わたしのすむところの今、昔』
長良東小学校４年

柴田梓羽さん

『ぼくの町の発電所』

『わたしの町の銅像ＭＡＰ』
三輪真千 さん

加納小学校４年 久松玲大

『岐阜の古墳マップ』

長良東小学校６年

岐阜小学校２年 柳川はるか さん

作品募集期間

９月２１日まで

しあわせ色いろで賞

『ごみひろい 気もちよくうかいにきてもらおう』

小寺崚介

さん

いきいきで賞

市議会議長賞

まちの古墳を
探しま賞

岐阜小学校４年

さん

『たんけんしてみつけたよ！
！
あじろいきものいっぱいマップ』
網代小学校１年 高井一磨

さん

公開審査会では審査員や来場者に向かって入選者に作品の紹介をしてもらいました。中には全くメモを見ず、絵地図を
作って発見したことを話す子どももおり、会場の大人たちは大いに感心しました。
表彰式では、入賞者の表彰のほか、積極的にコンクールに取り組まれた学校に贈られる学校賞に選ばれた長良東小学校、
長良西小学校、岐阜小学校の表彰を行いました。また、６月に実施した「たんけんマップづくり出前教室」の優秀賞に選
ばれた熊野町・豊岡町東子ども会Aグループの発表と表彰も行いました。
後日、丸山代表理事が早川教育長に面会し、コンクールについての報告をしたところ、教育長は、「大変素晴らしい取
り組みで、今後も継続して欲しい」とのお言葉を頂きました。

公開審査会

『キケンがいっぱい』

通学路をどうしたら安全に通
えるかのアイデアが詰まった
絵地図を発表しました。
熊野町・豊岡町東
子ども会Aグループ

学校賞の表彰

一般投票

10月14日~22日

入賞者の表彰

たくさんの ステキ な 作 品
のご応募ありがとうござい
ます。来 年 はど の 学 校が
賞に選ばれるでしょうか。

各賞の発表に会場も大いに
盛り上がり入賞者に大きな拍
手がおくられました。

学校賞
●長良東小学校（2年連続）
●長良西小学校
●岐阜小学校

黒野小学校１年 市橋ゆずき さん

10月1日

出前教室の紹介・表彰

絵地図作りで工夫した
ところや苦労したところ
などを入選者が元気に
発表しました。

『わたしのまちのおはなまっぷ』

第 1 次選考会

at柳ケ瀬あい愛ステーション

優秀賞

明郷小学校５年

キケンは回ひしま賞

教育委員会賞

市長賞
『緑のトンネル

第10回

探 検 マップコン ク ール

審 査 員 特 別 賞

『公開審査会&表彰式』
の様子

わが
まち

入賞された
皆さんおめでとう
ございます！

10月25日

公開審査会・
表彰式

全作品展示

11月15日~12月４日

10月25日

賞状

応募いただいた絵地図から、
みなさんのまちへの想いが
伝わってきました。
このコンクールをきっかけに、
まちを好きになってくれると
うれしいです♪

カラフルタウンにて7月18日~27日まで、昨年度の入賞
作品展示を行い、
コンクールのＰＲを実施しました。

応募いただいた全58作品を審査員がじっくり見て、
入選
作品を選びます。
選考の議論も白熱しました。

市民特別賞候補を決定するため、岐阜市役所市民ホールに
て、入選10作品から2作品を来庁者に投票してもらいました。

応募いただいた全作品をアクティブＧとマーサ21ショッピングセンターの２会場に分けて展
示を行いました。
「子どもの視点はユニークでおもしろい」
と多くの人が感心されていました。

裏表紙「まちなか歴史クイズウォーク」例題の答え・・・４. ホウホウ

