
　

１　月　の　催　し　物

住所

開館時間

休館日

お問い合せ先

１　月　前　半　の　イ　ベ　ン　ト
日　付 開始時間 終了時間 催　事　名 場　所 主催者（問い合わせ先） 参加形態 料金等

1日（日）～3日（火）

4日（水）
①9時00分
②11時00分

お正月イベント　井上規伊子・今尾圭子箏グループによる箏演奏 エントランスホール
ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

観覧自由 無料

10時00分 16時00分
お正月イベント　こま回し体験（塚原清伸さん協力）
※こま曲芸披露は午前10時30分～、午後1時～

かんがえるスタジオ
ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

参加・観覧自由 無料

①10時30分
②11時00分

①10時50分
②11時20分

０～３さい向けおはなし会 2階　おはなしのへや
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日受付（開催時間前
に番号札配布）

無料

12時30分 17時30分 リボン＆アクセサリー手作りワークショップ あつまるスタジオ
order.made.wedding.ai@gmail.com
（大倉　亜衣子）

事前募集・当日参加可・
見学自由

リボンゴムレッスン600円～・
アクセサリーレッスン1,000円
～

14時00分
（13時30分開場）

大空のメロディ　新春コンサート2017 みんなのホール
岐阜モンゴル文化協会事務局
☎058-231-3218（河井）

事前募集・空きがあれば
当日可

大人1,000円・子供1,000円

5日（木） 10時00分 11時00分 トヨダ音楽教室　合唱練習 あつまるスタジオ
トヨダ音楽教室
☎058-264-4622

関係者 無料

10時00分 14時00分
お正月イベント　凧づくり体験
         （鏡島自治会連合会・凧揚げを楽しむ会協力）

1階
ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

当日受付 無料

10時00分 15時00分 お正月イベント　竹細工体験（風と土の会協力） 1階
ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

当日受付 無料

①10時30分
②13時30分

（10:00開場）
（13:00開場）

北方領土返還要求　岐阜県民大会　映画「ジョバンニの島」上映
会

みんなのホール
北方領土返還要求運動岐阜県民会議
☎058-213-3053

当日受付
※どなたでもご自由にお
入りください

無料

6日（金） 19時00分 20時30分 ニューイヤー・コンサート：Tony Sano　メイドインジャパン みんなのホール
メアリー佐野
☎080-6596-5390

当日観覧可 全自由席1,000円

7日（土） 10時00分 15時30分 災害ボランティアサポーター養成講座 かんがえるスタジオ
岐阜市社会福祉協議会
☎058-255-5511

事前募集・空きがあれば
当日可

無料

10時30分 ３～６さい向け　おはなし会 2階　おはなしのへや
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日受付 無料

13時00分 14時00分 親子バレエ あつまるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

14時00分
（13時30分開場）

16時00分
メディアコスモス新春美術館　記念対談会「熊谷守一と過ごした三
年間」

みんなのホール
文化芸術課
☎058-214-4973

当日先着 無料

16時30分 17時30分 ヨガ おどるスタジオ
リフレッシュ＆チャージ
☎090-5638-5268

事前募集・当日参加可 1,000円

8日（日）
11時20分

（10時45分受付開
始）

13時00分 岩野田北　成人を祝い励ます会 みんなのホール 岩野田北自治会連合会 関係者

14時00分 16時30分 ダンカンダンスを体験してみませんか？ おどるスタジオ
メアリー佐野
☎080-3436-1604

事前募集・当日参加可 2,000円

14時00分 17時00分 てにておラジオ公開収録
南口正面階段西側のス
ペース

てにておラジオ
teniteo.radio@gmail.com

観覧自由 無料

17時00分 18時00分 イングリッシュ☆キッズダンス おどるスタジオ
ユリダンスセンター
☎090-1233-6367（山本）

当日参加可・見学自由 無料

9日（月・祝） 9時30分 10時30分 カルテット幼児教室 あつまるスタジオ
magokorohibiki@gmail.com
☎090-4441-9320（山川）

事前募集 有料

10時00分 12時00分
メディアコスモス新春美術館ワークショップ「うごくモリカズ猫をつく
ろう」

かんがえるスタジオ
文化芸術課
☎058-214-4973

事前募集

11時15分 12時15分 カルテット幼児教室 あつまるスタジオ
magokorohibiki@gmail.com
☎090-4441-9320（山川）

事前募集 有料

13時30分 17時30分 リボン＆アクセサリー　手作りレッスン あつまるスタジオ order.made.wedding.ai@gmail.com
（大倉） 当日参加可・見学自由
リボンゴム600円、ガラスドー
ムアクセサリー1,000円等

10日（火） 10時00分 11時50分
岐阜市読書サークル協議会
平成28年度文学講座　「現代文学講座」

かんがえるスタジオ 岐阜市読書サークル協議会 会員 有料

13時30分 15時00分 リウマチさんの学びの集い かんがえるスタジオ
（公社）日本リウマチ友の会　岐阜支部
☎0584-62-5238

当日参加可 無料

14時00分 16時00分 社交ダンス・エミ・コスモス おどるスタジオ
社交ダンス・エミ・コスモス
☎090-3857-7292

当日参加可・見学自由 500円

11日（水） 10時30分 12時00分 おさなご発見くらぶ おどるスタジオ
岐阜友の会
☎058-374-6799

事前募集・当日参加可 300円（含保険料）

14時00分 16時00分 体操教室　体験会 おどるスタジオ
Wellnessナッツ
☎058-268-2624（鈴木　紗弥香）

事前募集・当日参加可 500円

12日（木） 10時00分 11時30分 なごみcafé おどるスタジオ
家庭倫理の会　岐阜市
☎090-6584-7447（村山郁子）

事前募集・当日参加可 無料

13時00分 15時00分
れんげ点訳の会　定例会（点訳講習・会員打合せ）
詳細はホームページで http://rengetenyaku.web.fc2.com/

あつまるスタジオ
れんげ点訳の会
☎058-370-0576（重松）
☎090-8136-4508（正田）

見学自由・当日参加可 無料

13時30分 15時00分 オレンジカフェ かんがえるスタジオ
高齢福祉課
☎058-214-2090

当日受付 無料

13時15分 16時40分 第56回小集団改善活動ミニ発表会 みんなのホール
QCサークル岐阜地区
☎058-265-1810

事前募集 2,500円

14時00分 16時00分 やさしいフラとステップアップフラ おどるスタジオ
MILI MILI HULA STUIDO
☎090-9900-7293

見学自由・当日参加可 1,000円

18時15分 21時00分 フラダンス おどるスタジオ
アロハの風を感じる会
☎090-8543-1748（加藤）

事前募集・見学自由・当
日参加可

1,000円（見学は無料）

18時30分 20時00分 「やさしい日本語」講座 かんがえるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 無料

18時30分 20時30分 毎月２木６３０集まって情報交換会 つくるスタジオ
メディコスクラブ（市民活動交流センター内）
☎058-264-0011

出入り自由 無料

13日（金） 10時00分 11時30分 ママカフェ　ポレポレ　「日頃、生活習慣どうしてる？」 あつまるスタジオ
ほっぺの会事務局
☎070-5258-8746

事前募集 500円（お茶・お菓子つき）

10時30分 11時30分 バランスボールエクササイズ おどるスタジオ
体力メンテナンス協会
☎050-3568-8369（Miwa）

事前募集・見学自由 1,500円（初回1,000円）

13時00分 15時00分 荒井水墨画サークル あつまるスタジオ
荒井水墨画サークル
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

19時00分 20時30分
みんなの図書館おとなの夜学「信長の守護神・白山権現を求め
てー信長公入城450年×白山開山1300年ー」

2階　南東読書スペース
（みる・きくシート奥）

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

14日（土） 14時00分 14時30分 メディアコスモス新春美術館　ギャラリートーク みんなのギャラリー
文化芸術課
☎214-4973

当日受付
ギャラリー観覧料として500
円（高校生以下無料）

14時00分 小学生向け　おはなし会 2階　おはなしのへや
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日受付 無料

15日（日） 10時30分 ３～６さい向け　おはなし会 2階　おはなしのへや
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日受付 無料

毎日
（1月29日（日）まで）

17時00分 22時00分 テニテオイルミナード２０１６
せせらぎの並木 テニテ
オ

ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

観覧自由 無料

毎日
(21日、22日は除く)

10時30分 11時45分
多文化交流プラザ
「春節剪紙（切り絵）」＆「春節ぬり絵」

ワイワイサークル
岐阜市国際課
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

当日参加可 無料

～1月6日（金） 9時00分 21時00分 絵で伝えよう「わたしの町のたからもの」　絵画展示 ドキドキテラス 青少年教育課 観覧自由 無料

〒500-8076　岐阜市司町40番地5

9時00分～21時00分（中央図書館は20時00分まで）

毎月最終火曜日　及び　年末年始（12/31～1/3）

メディアコスモス総合案内　　☎058-265-4101
中央図書館総合カウンター　☎058-262-2924

休　　館　　日

●1月4日（水）～5日（木）   お正月イベント 

●1月7日（土）～2月5日（日）メディアコスモス新春美術館 

                  没後４０年 熊谷守一展 

  

年明けもメディアコスモスにお出かけください♪ 記念対談会 

「熊谷守一と過ごした三年間」 

画家と学ぶ 連続講座 

「絵画の材料」 

ワークショップ 

「うごくモリカズ猫をつくろう」 

お正月イベント 

（昨年のの様子） 



　

日　付 開始時間 終了時間 催　事　名 場　所 主催者（問い合わせ先） 参加形態 料金等

7日（土）～2月5日（日）
（31日（火）は休館日）

10時00分
17時00分

（最終入場16時30
分）

メディアコスモス新春美術館　没後４０年　熊谷守一展 みんなのギャラリー
文化芸術課
☎058-214-4973

当日受付 500円（高校生以下無料）

14日（土）～15日（日） 10時00分 17時00分 岐阜春節祭
メディアコスモス1階・み
んなの広場 カオカオ

ぎふ春節祭実行委員会（岐阜県日本中国
友好協会事務局内）
☎058-240-0621

観覧自由 無料

14日（土）～21日（土） 9時00分
21時00分

（21日は12時まで）
事業者の皆さんへ　多言語案内表示のススメ
多言語案内表示ツール＆事例紹介パネル展

ドキドキテラス
岐阜市国際課
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

観覧自由 無料

火・木
(3日、31日は除く）

18時30分 20時30分 外国人のための日本語講座　初級Ⅰ あつまるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集・当日参加可 要問合せ

月・水
(2日、4 日、9日は除く)

18時30分 20時30分 外国人のための日本語講座　初級Ⅱ あつまるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集・当日参加可 要問合せ

金
(6日は除く)

18時30分 20時30分 外国人のための日本語講座　初級EX ワイワイサークル
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集・当日参加可 要問合せ

火・水・木・金
（3日、31日は除く）

14時00分 14時45分
言語かふぇ
（火曜：タガログ語、水曜：ポルトガル語、　木曜：中国語、金曜：英
語）

ワイワイサークル
岐阜市国際課
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

当日参加可 無料

土日
（1日、14日、15日、21

日、22日は除く）
14時00分 14時30分 HELLO! ENGLISH ワイワイサークル

岐阜市国際課
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

当日参加可 無料

土
(14日、21日は除く)

15時00分 15時45分 Open English Circle ワイワイサークル
岐阜市国際課
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

当日参加可 無料

日
（1日、15日、22日は除

く）
15時00分 15時45分 外国人のための日本語かふぇ ワイワイサークル

岐阜市国際課
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

当日参加可 無料

催し物の記載内容は、予告なく変更になる場合がございます。詳しくは、主催者様にお問合せ下さい。
毎月最終火曜日および年末年始（１２月３１日～１月３日）は休館日です。


