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・2014全日本自転車競技選手権大会オムニアム オムニアム2位

※岐阜市のアスリー ト育成事業「アビリティアップクラブ」出身

松 丼 ゆ ず か さん 鯖 華中学校 3年生 )

・第14回全国障害者スポーツ大会 (長崎がんばらんば大会)50mバタフライ優勝、

25m自 由形優勝
・第31回日本身体障がい者水泳選手権大会 50mバタフライ優勝、100mバタフラ
‐イ2位

※上記4人は昨年度に引き続き強化指定、下記2人は今年度新たに強化指定した選手です。

三三■ら電話予=it雪ヒ8固 文化センター′262
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併楽の識洋楽部会推薦リサイタリユ

これまでの岐阜市新進演奏家コンサー トの出

場者から、洋楽部会の推薦する音楽家によるリ

サイタル。◆日時 10月 11日 lBl午後2時開演

◆場所 文化センター(金町5-7-2)◆出演

ピアノ :児玉真子さん 。霞田美香さん、声楽 :

山田智恵さん ◆料金 (全自由席)一般1,000〔

⑤又吻輻 ≫9月 ～12月 にかけて「ぎふ演劇シー

劇部会に所属する6劇団と応募劇団を力□えた7風

閻蟷琲 霰デ≫斎疵鰺 魃 は つて た ま る

は日時 10月 3日 l■ 午後3時～/7時～、4日個4
後1時～/7時～、9日 0午後ア時～、10日 ∈奇

後1時～/7時～、11日 (日)午前11時～/午後3監

～〈9回公演〉な場所 御浪町ホール(御浪町10参

浪ビル3階)は料金(全自由席/日 時指定)一般
`一般ペア4,000円、学生2,000円 (当 日2,300円 )

校生以下1,500円 (当 日1,800円 )、 高校生以下ノ

前売りのみ。未就学児の入場はご遠慮ください3

1共通郎蝙前売券好評販売中 ! ハートフルスクニ

市民会館、チケットぴあほかで ※写真は過去の

演とは異なる場合があります。は 実行委員会事務肩

yttR 9月 23日 は'
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五 藤 怜 奈 さん 仲 書陣 院た 認 年生 )

。第83回日本学生陸上競技対抗選手権大会
10000m競歩優勝

。第69回国民体育大会 (長崎がんばらんば国lal

成年女子 10000m競歩3位

取の らく
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。第28回ユニバーシアード競技大会国内予選会 20km競歩優勝

清 水 綾 乃 さん (自衛隊体育学校 2年生)

ライフ1≫  ・平成26年度全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会50mライフル3姿勢優勝、
躊躙   10mラ イフル立射2位、50mライフル伏射3位

※岐阜市のアスリー ト育成事業「アビリティアップクラブ」出身

岐阜市出身・在住の競技スポーツに取り組む選手を積極的に支援するため、
「東京オリンピック・パラリンピック」ターゲットエイジ育成事業として、上記の6

人を強化指定選手に認定しました。今後は選手の体力維持・管理や競技力向

上のために補助し、岐阜市からオリンピック・パラリンピック選手を多く輩出す

るための支援を続けていきます。固 市民体育課′214-2370

ヅ 、国暉勒 鯰勒鼈輻靱鰈憮鯰も最鯰黎 判聰鰈螂総驚薇瑯勒

明 長良川国際会議場帳良福う授 695-2)

長良川国際会議場開館20周年を迎えるにあたり、当館を設

計した建築家・安藤忠雄さんの特別講演会を開催。安藤忠雄

さんデッサンの長良川国際会議場ポストカードを進呈。◇定

員 300人 ※未就学児の入場はご遠慮ください。◇入場料

無料 ◇申込・圃 申込書を9月 7日 0～ 10月 23日 0にファ  撮影閑野欣次
クスで長良川国際会議場lr296-1200。 □296-1210)へ 。先着順。申込書は

申込先または申込先ホームページより入手できます。◎10月上旬から随時、

聴講券と岐阜都ホテルのレストラン害」引券を送付します。また、聴講券を提

示すれば、長良川うかいミュージアム展示室の観覧料が割引されます。

°
]輌隋隋 鑽 雛参議≪仁躊隧辣聾蜀 能扮餞艤鶉螂鵞輻輻

颯鉤蝸憫珀勒 驚劣愧勒鶉蛉魏鮨豊鶉饉瑯
生の邦楽演奏に合わせて、プロアマ問わず県内の

特別支援学校・聾学校卒業生、障がいのある人を含

む老若男女が共に踊る体験型ダンスパフォーマン

ス。聴覚障がい者も参力□できるよう要約筆記や手話

を駆使したストレッチ体操、手話ダンス体験もあり

ます。 1日 時 11月 23日 (月
.祝)午後2時開演 |

場所 文化センター(金町5-7-2)警入場料 (全自由席)500円 警前売日

時・場所 9月 1日∞から、文化センター、市民会館、長良川国際会議場で販売。

国 中部学院大学・山田′0575-24-2214、 文化センター′262-6200  .

y.鼈盛又盪貶尤鰤呻魃 趾莉仁蒻瘍l⑫

おなじみの連節バス・信長バス・濃姫バス・ラモスバスの

展示をはじめ、バス乗り方フイズラリー、ちびっこ運転士撮

影会、バスのぬり絵・ペーパークラフトづくリコーナーなど

イベン トが盛りだくさん !「バスの絵コンテス ト2015」 の表

彰式と受賞作品の展示も同時に実施します。機日時 9月 19

日日午前10時～午後3時 な場所 信長ゆめ広場 (」 R岐阜駅北□駅前広場)

国 市総合交通協議会事務局 (交通総合政策課内)′214-2016

晰笏賤鰊覇寧輻魏70年 :

戦後の日本はアメリカなどの連合国軍にメ

リ、非軍事化・民主化がすすめられましたが、ノ
|ヽ こ

の暮らしは戦時中と同じく、苦しいものでしt:
しかし、昭和22年には制限つきの民間貿易3再≡

への歩みは着実に進んでいました。輸出品 こII
(占領下の日本)」 と表示され、復興を担つて

'[=展では、戦時下のみならず、戦後の占領下3ア
=子

ニ

会にあわせて館蔵品EXI録「復興への道一占領π二三

な観覧料 高校生以上300円 (240円 )、 小匡手三

人以上の団体料金 ※各種障害者手帳をお:モ

=「
在住のア0歳以上の人と中学生以下は証明言なニモ

日(9月 20日 (日 ))に入館する中学生以下の人とそ三「

午前9時～午後5時 (入館は30分前まで)◆体館日

開館)警場所 。圃 歴史博物館 (〒 500-8003大 宮町|

:関連行事】>講演会剛 の中の軍隊―障書制とその

月6日口午後2時～釧寺30分 ◆講師 本康宏史さん(

200人 ◆受講料 無料 ◇申込 前日までに電話で国

館学芸員による展示説明会 。日時 9月 12日ω午前1

学生対象スタディツア… ◆日時 毎週日曜日の午前1

体験を聞く 。日時 9月 19日ω午後2B寺～3B寺 ◆対象

FC岐阜2015ホーム試合情報 〈長良川競技場〉
●明治安田生命」2リ ーグ第311請 9月 13日 (日 )午黎71004

9明治安田生命」2リ ーグ第32節 9月 20日 (日 )午黎妥:α田

◎席害」や各種害」引、購入方法などはFC岐阜ホームペー

固 lal岐阜フットボールクラブ′231-6811
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