
　

１　月　の　催　し　物

住所

開館時間

休館日

お問い合せ先

１　月　後　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

16日（月） 13時30分 15時30分 長良川大学講座「初めての朗読、東京タワーを読んでみよう」 おどるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集・６回すべて参
加できる方

無料

13時45分 16時00分 平成28年度　教育研究奨励金　贈呈式 かんがえるスタジオ
（公財）岐阜県教育振興会
☎058-370-1510

関係者

17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　「歴史講座」

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

10時00分
(9時40分受付開始）

12時30分 自分で決める２０１７　活躍支援セミナー おどるスタジオ
ほっぺの会事務局
☎070-5258-8746

事前募集 2,500円（会員2,000円）

13時30分 14時30分
バランスボールエクササイズ　～産後の運動に、赤ちゃんと一緒
お一人様もOK～

おどるスタジオ
uchimika@8739@gmail.com
藤田

事前募集 1,500円

18日（水） 10時15分 11時30分 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus あつまるスタジオ
松田
☎080-5116-6991

事前募集 2,800円

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

10時30分 11時30分 産後バランスボール おどるスタジオ
ココカラバランスボール
kokokara.barabo@gmail.com

事前募集・当日参加可 1,000円

13時30分 15時30分 岐阜市シルバー人材センター　入会説明会 かんがえるスタジオ
岐阜市シルバー人材センター
☎058-240-1245

当日参加可・見学自由 無料

13時30分 17時30分 プロダクトデザインワークショップ「『口コミしたくなる商品』の企画」 おどるスタジオ
（公財）岐阜県産業経済振興センター
☎058-277-1079

事前募集 無料

19日（木） 10時00分 11時30分 家庭教育セミナー かんがえるスタジオ
（公社）スコーレ家庭教育振興協会
☎090-1101-1586（今井）

当日参加可 受講料500円・託児料300円

10時00分 11時30分 HAIKU COSMOS（英語俳句の会）
2階 つながる読書のへ
や

吉村　侑久代
☎058-252-2766

当日参加可・見学自由 無料

12時00分 14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

13時00分 15時00分 二胡の練習 あつまるスタジオ
二胡Bee
☎090-3254-3913（関谷）

当日参加可（事前申込
みあれば楽器の無料貸
出あり）

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

見学自由・当日参加可 500円

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

20日（金） 10時30分 11時30分 ママヨガ おどるスタジオ
yuju yoga
☎090-4448-7675（村田）

事前募集・当日参加可 初回1,000円

13時30分
(13時00分受付開

始）
16時00分 なでしこ合同企業説明会 かんがえるスタジオ

岐阜県総合人材チャレンジセンター
☎058-278-1149

当日参加可・託児希望
は要問合せ

無料

16時00分 17時30分 岐阜市公民館　第2回館長・主事合同研修会 みんなのホール
岐阜市視聴覚教育連絡協議会
☎058-214-2365

関係者

19時30分 20時30分 郡上踊り　おどり方講習会 かんがえるスタジオ
HANAMIZUKI文化協会
☎090-1984-0501（米山）

当日参加可 500円　飲み物付き

21日（土） 10時00分 12時00分 お絵描き造形セラピー教室＆ママ講座 かんがえるスタジオ
カラーサークル
hsunope@yahoo.co.jp（森直子）

事前募集・当日参加可・
見学自由

1,000円＋テキスト代300円

10時30分 ０～３さい向け　わらべうたおはなし会 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

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 16時00分
岐阜市ビジネスチャレンジセミナー～行列の絶えないお店の作り
方～

かんがえるスタジオ
産業雇用課
☎058-214-2358

事前募集・当日参加可 無料

14時00分
(13時15分受付）

15時45分 元中日ドラゴンズ　和田一浩さん講演会 みんなのホール
中日ドラゴンズ公式岐阜後援会
☎058-233-3333

事前募集・当日参加可 無料

14時30分
（14時00分受付）

15時30分 コロムビア・ファッション・カレッジ卒業制作発表会 ドキドキテラス
学校法人岐阜学園　コロムビア・ファッショ
ン・カレッジ
☎058-247-1221

観覧自由 無料

15時40分 17時00分 岐阜市多文化共生シンボルマーク エコバックづくり ドキドキテラス
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

先着順
無料　※14:00から整理券配
布

17時30分 18時45分 ポールウォーキングセミナー かんがえるスタジオ
NPO法人なじみのふるさと
☎090-1563-4820

事前募集・当日参加可 無料

22日（日） 9時30分 11時30分 こころもからだも健康に　新春特別講演会 かんがえるスタジオ
（一社）ホリスティックTouch&Love
konchan.petit@nifty.com
☎080-3631-3721

事前募集・当日参加可 予約2,000円・当日2,500円

10時00分
(開場9時30分)

11時50分 “GIRL RISING”～私が決める、私の未来～ みんなのホール
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

当日参加可 無料

10時00分 16時00分
Because I am a Girl
～高校生が伝える世界の女の子の「現在（いま）」～

ドキドキテラス
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

観覧自由 無料

13時00分 15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

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

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

18時00分 20時00分 りょーし対決（川漁師と山猟師の未来） かんがえるスタジオ
関野
☎070-4230-8759

当日参加可・見学自由 無料

18時00分 20時00分 みんなの詩 みんなのホール
岐阜星友会
☎090-7039-3682（馬）

当日参加可 2,500円

23日（月） 10時00分 15時00分 ベビーフォト撮影会 あつまるスタジオ
山北　友佳
☎090-4165-6389
☎058-372-3378

事前募集
参加費4,000円・SNS掲載OK
なら3,000円

10時10分 11時45分
北村サークル（(10:10～10:50エアロビクス
11:00～11:45　ZUMBA）

おどるスタジオ
北村サークル
☎090-3456-3380

当日参加可
エアロビクスのみ　500円・
ZUMBAのみ700円・両方参
加800円

13時30分 15時30分 長良川大学講座「初めての朗読、東京タワーを読んでみよう」 おどるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集・６回すべて参
加できる方

無料

18時00分 20時30分
協働のまちづくりセミナー「楽しみながらまちの課題解決をすすめ
るには？」～協働のまちづくりの初心

かんがえるスタジオ
市民活動交流センター
☎058-264-0011

事前募集 無料

24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　「古典文学講座」

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

12時30分 14時30分 ～アドラー心理学に学ぶ～幸せな未来のヒント（前編） かんがえるスタジオ
市民講師女子部
☎050-3590-6820

事前募集・当日参加可 2,000円

13時00分 17時00分 岐阜県土地家屋調査士会研修会 みんなのホール
岐阜県土地家屋調査士会
☎058-245-0033

関係者 無料

13時30分 17時30分 プロダクトデザインワークショップ おどるスタジオ
（公財）岐阜県産業経済振興センター
☎058-277-1079

事前募集 無料

15時15分 17時00分 韓国の伝統工芸である「メドゥプ（組み紐）」の体験教室 あつまるスタジオ
（一社）韓日友好修交協会
http://www.kannichi.or.jp
info@kannichi.or.jp ☎080-3682-1989

事前募集・当日参加可 1,500円～2,500円

25日（水） 10時15分 11時30分 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus あつまるスタジオ
松田
☎080-5116-6991

事前募集 2,800円

〒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

●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 

  

ぎふ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」 



　

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

12時30分 14時30分 ～アドラー心理学に学ぶ～幸せな未来のヒント（後編） おどるスタジオ
市民講師女子部
☎050-3590-6820

事前募集・当日参加可 2,000円

26日（木） 18時15分 20時45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・当日参加可・
見学自由

1,000円（見学は無料）

19時00分 20時00分 第1回　Live Symposium　for ”かかりつけ医” かんがえるスタジオ 第一三共(株) 関係者 無料

27日（金） 10時00分 12時00分 平成28年度岐阜市景観賞の表彰式 ドキドキテラス
まちづくり景観課
☎058-265-3985

観覧自由 無料

13時00分 15時00分 荒井水墨画サークル おどるスタジオ
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15分 純粋倫理基礎講座 かんがえるスタジオ
家庭倫理の会　岐阜市
☎090-8673-9529（神谷）

関係者 無料

28日（土） 10時00分 11時00分 親子バレエ おどるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

11時00分 13時00分 イングリッシュキッズ☆ダンス あつまるスタジオ
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

13時30分 14時30分 人形劇公演～”人形劇のまち飯田”の劇団がやってきた みんなのホール
政策調整課
☎058-214-2039

事前募集・空きがあれば
当日可

無料

14時00分 15時00分
使ってみよう！新聞データベース～朝日新聞　聞蔵Ⅱビジュアル
～

あつまるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

14時00分 16時00分
メディアコスモス新春美術館ワークショップ
　画家と学ぶ　連続講座「絵画の材料」

かんがえるスタジオ
文化芸術課
☎214-4973

事前募集
1人800円（1/28と1/29の2日
分）

15時00分 17時00分 平成28年度岐阜市ユニバーサルデザイン賞表彰式 ドキドキテラス
政策調整課
☎058-214-2039

観覧自由 無料

17時15分 19時15分 EFTセラピー入門講座 あつまるスタジオ
cinamo39@gmail.com
中村　麻美

事前募集 2,800円

29日（日） 14時00分 16時00分
メディアコスモス新春美術館ワークショップ
画家と学ぶ　連続講座「絵画の材料」

かんがえるスタジオ
文化芸術課
☎058-214-4973

事前募集
1人800円（1/28と1/29の2日
分）

17時15分 19時45分 EFT1セラピー実践講座　第1回 あつまるスタジオ
cinamo39@gmail.com
中村　麻美

事前募集 3,800円

30日（月） 10時00分 12時00分 荒井水墨画勉強会 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

10時10分 11時45分
北村サークル（(10:10～10:50エアロビクス・11:00～11:45
ZUMBA）

おどるスタジオ
北村サークル
☎090-3456-3380

当日参加可
エアロビクスのみ　500円・
ZUMBAのみ700円・両方参
加800円

13時30分 15時30分 長良川大学講座「初めての朗読、東京タワーを読んでみよう」 おどるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集・６回すべて参
加できる方

無料

31日（火）

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

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）～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

24日（火）～30日（月） 10時00分
21時00分

（24日は15時00分ま
で）

「ギフ・チョウネクタイ」デザインコンテスト信長公４５０特別賞　市民
投票

エントランスホール
岐阜市立女子短期大学
☎058-296-3131

観覧自由 無料

25日（水）～2月13日
（月）

9時00分
21時00分

（13日は15時まで）
平成28年度岐阜市景観賞受賞物件パネル展示
　※表彰式を27日（金）10時から行います

ドキドキテラス
まちづくり景観課
☎058-265-3985

観覧自由 無料

29日（日）～2月12日
（日）

9時00分 21時00分 平成28年度岐阜市ユニバーサルデザイン賞展示 ドキドキテラス
政策調整課
☎058-214-2039

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。

休　　館　　日


