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●岐阜城へは「ぎふ金華山ロープウェー」で！
岐阜公園内の山麓駅から山頂駅まで約4分。金華山の自然、
眼下に望む岐阜のまちなみをお楽しみください。
◆営業時間　午前9時～午後5時　※時期により営業時間
の延長あり　◆往復料金　大人1,100円、小人550円

■岐阜城・岐阜城資料館
　金華山天守閣18／ 263−4853
城内には織田信長にまつわる資料展示
のほか、4階の展望室からは壮大な眺望
を満喫できます。
◆開館時間（年中無休） 午前9時30分～
午後4時30分　※時期により開館時間の延長あり　
◎「岐阜城パノラマ夜景」開催時は夜間も開館し、360度の夜
景を楽しめます。
◆入場料　大人200円、小人100円　
※岐阜城を耐震診断した結果、震度6強から7の大規模震動時
の耐震性能が不足している階層があることが判明しました。
現状をご理解の上、ご入場いただき、地震の際は係員の指示
に従い、落ち着いて行動していただくようお願いいたします。

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号
金華 大工町1 265ー7203 則武 則武209－2 231ー1407 早田 学園町2－35 232ー2343
京町 京町3－19 266ー0348 長森南 切通5－3－14 246ー9069 日置江 日置江1859－1 279ー2410
明徳 明徳町11 264ー3321 長森北 野一色4－11－3 247ー3129 芥見 芥見2－98 242ー3209
徹明 金宝町4－1 266ー0351 常磐 上土居838 294ー3663 合渡 寺田3－11－1 253ー6095
白山 白山町2－1 266ー0422 木田 木田479－5 239ー2472 三輪南 太郎丸1034 229ー3362
梅林 金竜町6－6 246ー9079 岩野田 粟野西2－33 237ー2619 三輪北 北野東356 229ー3212
本郷 本郷町3－1 253ー7975 黒野 下鵜飼1564－3 239ー0280 網代 秋沢2－297 239ー9645
華陽 華陽5－11 246ー1883 方県 安食443－2 235ー7140 城西 萱場東町1－1 294ー5128
本荘 此花町6－29 253ー5389 茜部 茜部新所4－126－2 273ー6935 藍川 加野3－3－1 241ー1063
日野 日野西4－2－6 245ー0530 鶉 中鶉7－11 274ー0900 長良東 長良宮路町3－5－1 294ー3674
長良 長良259 294ー1962 七郷 西改田字川向3 239ー5165 長森西 北一色5－5－1 247ー3152
島 北島7－6－12 294ー3774 西郷 中西郷4－236 239ー2473 芥見東 大洞桜台1－26－2 241ー1062

三里 六条東2－14－9 273ー6811 市橋 市橋4－10－10 273ー6849 岩野田北 粟野東2－33－3 237ー2934
鷺山 鷺山北町9－12 294ー1665 岩 岩滝西1－612 242ー2270 芥見南 芥見南山3－12－1 241ー2143

木之本 木ノ本町1－18 253ー7351 鏡島 鏡島西2－2－47 253ー7982 長森東 水海道2－10－1 247ー9591
加納東 加納西丸町1－73－2 273ー6848 厚見 上川手198－5 273ー6429 柳津 柳津町宮東1－1 388ー2026
加納西 加納高柳町1－1 273ー6923 長良西 万代町2－5－1 233ー8090

■公民館　　　　
市内50カ所に設置されている公民館は、公民館講座が開設されているほか、クラブ・サークル活動や地域の集会活動が行われ
る身近な施設です。問い合わせは公民館主事がいる午前中にお願いします。

施設名 所在地 電話番号
中央

図書館 司町40－5　→8ページもご覧ください。 262ー2924

分館 橋本町1－10－23（ハートフルスクエアーG1階）268ー1061

図
書
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長良 万代町2－5－1（長良西公民館内） 233ー8170
東部 芥見4－80（東部コミュニティセンター内）241ー2727
西部 下鵜飼1－105（西部コミュニティセンター内）234ー1633
長森 前一色1－2－1（長森コミュニティセンター内）240ー2702
柳津 柳津町宮東1－1（柳津公民館内） 388ー2026

◆開館時間　中央図書館：午前9時～午後8時、分館：午前9時
～午後9時、各図書室：午前9時30分～午後5時　
◆休館日　広報ぎふやホームページでご確認ください

■岐阜市立図書館
中央図書館、分館、5カ所の
図書室からなり、資料の貸
出などを行っています。絵
本や紙芝居など工夫を凝ら
した「おはなし会」や、郷土
や本に関する講演会なども
開催しています。中央図書館、分館ではビジネス支援コーナー
も設け、セミナーや相談会を開催。分館では、アパレルに関
する国内外のファッション資料を集めた「ファッションライブ
ラリー」も併設しています。　　　　   　 　　　

� 文化・スポーツ・レクリエーション施設　　　　

■金華山・岐阜公園　→4ページもご覧ください。
　岐阜公園総合案内所（大宮町1／ 264−4865）
◆園内施設　岐阜公園総合案内所、岐阜市歴史博物館、名和
昆虫博物館、岐阜公園来園者休憩所（青翠庵・華松軒）、織田
信長公居館跡、加藤栄三・東一記念美術館、ぎふ金華山ロー
プウェー、岐阜城、三重塔（登録有形文化財） 
◆入園料　無料（施設によって入館料が必要）　
◆休園日　なし（施設によって休館あり）
●華松軒の立礼（りゅうれい）茶席　
数寄屋風の来園者休憩所では、水琴窟（すいきんくつ）から涼
やかな音色が響き渡ります。
◆営業時間　午前10時～午後4時（5月11日～10月15日は
午後4時30分まで） 
◆定休日　月曜日、年末年始　
◆茶代　一服500円（お菓子付）
●岐阜公園総合案内所　
岐阜公園のエントランス。戦国時代の武家屋敷を模した造り
で、まちなか案内所のほか、軽食を楽しみ、岐阜ゆかりの土
産物が購入できます。
◆営業時間　午前9時～午後6時（12月～2月は午後5時まで）

  市民活動交流センター（ぎふメディアコスモス／ 214ー7158）、各公民館                               　

※新型コロナウイルス感染症の影響により、施設の開館
状況など掲載情報に変更がある場合があります。
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� 生涯学習・ボランティア／地域活動・サークル活動 

ハートフルスクエアーGはJR岐阜駅東隣にある生涯学習拠点施
設です。（所在地：橋本町1−10−23）

■体育ルーム（1階／ 268ー1063）
●多目的体育室　●剣道・空手道場　●柔道場
卓球やバドミントンなどの球技系から体操、ダンス、武道ま
で気軽にできるスポーツ施設で、空調設備や音響機器、シャ
ワー、更衣室を完備しています。また、高齢者向け体操から
エアロビック、ヨーガ、太極拳、クライミング、剣道、空手
のスポーツ教室を開催するほか、団体利用や卓球・クライミ
ングの個人利用ができます。詳しくは、お問い合わせください。

■市立図書館分館（1階／ 268ー1061）→41ページ参照
■生涯学習センター（2階／ 268ー1050）
生涯学習拠点施設として、学んだ成果を生かし、心の通い合
う地域づくりを進めるための各種講座を開設しています。ま
た、各種研修室や音楽スタジオなどの貸し出しをしています。
その他に交流サロン、展示コーナー、キュービックギャラリー
などがあり、発表の場としてもご利用できます。

●まなバンク（講師・サークル・活動披露情報）
主に市内で活動している市民活動・ボランティア団体や生涯
学習を支援する講師・団体などの情報を提供しています。

■女性センター（1階／ 268ー1052）
｢女だから」「男だから」という意識にとらわれないで自分ら
しく豊かに生きるために、家庭や社会のあらゆる場で喜びや
責任を分かち合う「男女共同参画社会」を目指す拠点施設です。
そんな社会の実現に向けて、市民の交流の場を設けたり、講
演会、各種講座を開催しています。また、女性を対象に電話
相談、専門家による専門相談を行っています。
●電話相談　 0120ー7

ナ ヤ ム ハ ナ シ

86874
相談は無料で秘密は厳守します。月～土曜日（祝日・休館日・
年末年始などを除く）の午前10時～正午・午後1時～4時
※第1・3金曜日は午後5時～8時も相談をお受けします。
●専門相談 268ー1052 　場所：女性センター／無料・秘密厳守

ハートフルスクエアーＧを活用しましょう

センター名 所在地 電話番号 併設施設
東部 芥見4－80 241ー2222 東部図書室、東部ふれあい保健センター
西部 下鵜飼1－105 230ー1350 西部図書室、西部ふれあい保健センター
北部 八代1－11－13 233ー2110 北部ふれあい保健センター
南部 加納城南通1－20 272ー2341 南部東事務所、南部ふれあい保健センター
日光 日光町9－1－3 233ー7333 日光事務所、日光児童センター、日光ふれあい保健センター
長森 前一色1－2－1 247ー2066 長森図書室、東青少年会館、長森ふれあい保健センター
市橋 市橋6－13－25 275ー3412 デイサービスセンター、市橋幼児支援教室、市橋ふれあい保健センター
北東部 福富迎田6－1 229ー3226 北消防署三輪分署、北部事務所三輪連絡所、北東部ふれあい保健センター

■コミュニティセンター
コミセンの愛称で親しまれる地域のふれあいの場。自主的な多くのクラブ・サークルがあり、生涯学習を実践しています。
◆開館時間　午前9時～午後9時　◆休館日　月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始　◆施設　大集会室、防災会議室、音楽室、
教養娯楽室、多目的室など（一部異なる） ◆利用時間区分　午前：午前9時～午後1時／午後：午後1時～5時／夜間：午後5時～9
時　◆利用料金　利用時間区分ごとに大集会室：1,880円、その他の室：940円　◆申込　直接、各コミュニティセンターへ

■生涯学習・ボランティア活動
●生涯学習センター 生涯学習・ボランティア相談コー
ナー（ハートフルスクエア−Ｇ2階／ 268−1055）
生涯学習に関連する講座・講演会・イベントやボランティア
活動、市民活動団体・講師、サークルなど地域活動の情報を
提供・発信しています。「活動に参加したい」「活動を依頼し
たい」などの相談に応じ、相談者と活動者をつなぐコーディ
ネートも行っています。
◆日時　月～金曜日（祝日・休館日・年末年始を除く）の午前9
時30分～午後4時
●岐阜市社会福祉協議会岐阜市ボランティアセンター　
（都通2−2市民福祉活動センター内2階／ 255−5511）
ボランティアをしたい、ボランティアを求めているなどの相
談や紹介をしています。ボランティアを学びたい人のために
講座や研修会などを開催しているほか、ボランティア活動中
の事故に備え、各種ボランティア保険を取り扱っています。
◆日時　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）の午前8時45分
～午後5時30分

  男女共生・生涯学習推進課（市庁舎13階／ 214−4792）、各コミュニティセンター   　

  男女共生・生涯学習推進課（市庁舎13階／ 214ー4792）
■長良川大学
市および関係機関・施設が開設している講座・
教室、大学など高等教育機関による公開・開
放講座、市職員や企業が講師として出向く「出
前講座」の3つを体系化したガイドブックを発行しています。
また、市民に学びの機会を提供するとともに、学びの成果を
市民に還元する市民講師の養成や、地域の魅力を発見する講
座を開催します。講座を受講すると市独自の単位を認定し、「ま
なびすと手帳」に記録します。一定数の単位を取得し、申請す
ると認定証をお渡しします。

 生涯学習センター
　（ハートフルスクエア−Ｇ2階／ 268ー1050）
■市民自主講座 
市民の皆さんから講師を募集して、生涯学習センターなどで
自主的に開設する講座です。講師・受講希望者は「広報ぎふ」
などで募集します。

相談名 期日 時間 予約
法　律 第2・3火曜日

午後1時～3時 要電話
予約

心 第2水曜日
家　計 第3木曜日

仕事と生き方 第1土曜日・第3水曜日
健　康 第2・4土曜日
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