
　

１　月　の　催　し　物

住所

開館時間

休館日

３　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（水） 10時30分 12時00分 ベビーマッサージ教室 あつまるスタジオ
ベビーマッサージ教室ペペロミ
goto.h311@hi3.enjoy.ne.jp

事前募集・見学自由 700円

2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）

事前募集・当日参加
可

受講料500円・保険料
300円

①10時00分
②13時00分

①12時00分
②15時00分

『春の美肌ケア』体験会♪ あつまるスタジオ
岡部　舞子
☎090-7609-3135

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円

3日（金） 10時00分 11時00分 長良川大学講座「読み聞かせ教室」 おどるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

13時30分 15時30分 ハンドメイド　リボン＆アクセサリー販売 かんがえるスタジオ
大倉
order.made.wedding.ai@gmail.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

リボンゴム600円・アクセ
サリー500円～

4日（土） 10時00分 11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

13時00分 15時30分 クロマチック　ハーモニカ　２０１７春待ち吹きまくり会 みんなのホール
クロマチカぎふ
☎090-4864-0879（野村）

観覧自由 無料

13時00分 17時00分 インターナショナル・オープンデータ・ディ　in 岐阜 あつまるスタジオ
コード・フォー・ギフ
☎070-5406-9721（石井）

事前募集・当日参加
可

無料

13時30分 16時00分 まちサポトーク２０１７春－まちづくりって何？ かんがえるスタジオ
岐阜市まちづくりサポートセンター
☎058-264-0011

見学自由 無料

16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

当日参加可・見学自
由

無料

17時30分 19時00分 並木道読書会 かんがえるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

5日（日） 9時00分 17時00分 教育を考える会 おどるスタジオ
岐阜サドベリースクールちゃおう
gifusudbury@gmail.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

13時00分 15時30分 Ensemble Festival みんなのホール
宇野
☎058-213-3085

事前募集 無料

13時30分 15時30分 まちづくり協議会活動報告会 ドキドキテラス
市民活動交流センター
☎058-264-0011

観覧自由 無料

6日（月） 10時00分 12時30分 フラワーアレンジメント あつまるスタジオ
ふうりんか
☎090-9934-2612（永田美樹）

事前募集・当日参加
可・見学自由

生花3,500円・プリザーブ
ドフラワー4,500円

7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

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Miwa
☎050-3568-8369

事前募集・当日参加
可

1,500円・初回1,000円

13時30分 14時30分
赤ちゃん連れOK　お子様なしでも参加可
バランスボールエクササイズ

おどるスタジオ
藤田　美香
uchimika8739@gmail.com

事前募集 1,500円

8日（水） 10時00分 12時00分 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus あつまるスタジオ ☎080-5116-6991（松田友希） 事前募集 2,800円

9日（木） 10時00分 11時30分 子育てセミナー つながるスタジオ
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

未会員500円

10時30分 12時00分 おさなご発見くらぶ＜乳幼児を持つ母と子の集まり＞ あつまるスタジオ
岐阜友の会
☎0575-28-6836（火・金）
☎058-374-6799

事前募集・当日参加
可

300円（保険料・材料費）

13時30分 15時00分 オレンジカフェぎふ おどるスタジオ
高齢福祉課
☎058-214-2090

当日受付 無料

18時00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・当日参加
可・見学自由

1,000円（見学は無料）

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

10日（金） 10時00分 12時30分 断捨離セミナー　入門編 あつまるスタジオ
村井　裕美
danshari2017gifu@gmail.com

事前募集 6,480円

10時30分 11時40分 ココロとカラダをつなぐヨーガ つながるスタジオ
yuju yoga
☎090-4448-7675（村田有華子）

事前募集・当日参加
可・見学自由

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 ほん×まちトーク かんがえるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

11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

10時00分 15時00分 あそびのあしあと展 みんなのギャラリー
(株)河合楽器製作所　岐阜事務所
☎058-263-8822（松田）

観覧自由 無料

11時00分 19時00分 岐阜で迎える３．１１「復幸の日」２０１７
みんなの広場　カオ
カオ

NPO法人コミュニティサポートスクエ
ア
☎058-201-1678
☎090-4792-0628（杉浦）

当日参加可 無料

14時00分 17時00分 参加型　公開レッスン かんがえるスタジオ
（一社）岐阜少年少女合唱団
☎090-3968-5897（日比野）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

15時15分 16時45分 スペインの音楽芸術フラメンコのダンスと歌の体験 おどるスタジオ
ぎふフラメンコ舞踊団
☎090-5629-9101（服部）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

12日（日） 10時00分 伝統文化親子教室発表会　邦楽・囃子祐の会 みんなのホール
祐の会
☎058-263-5353（住田）

無料

10時00分 11時30分 ぎふライブラリークラブ　世界に開く窓 おどるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

13時00分
図書館×中高生コラボ企画
「図書館でYA版おすすめ本リストを作ろう！」

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 自分史講座　スクラップブッキングで自分史づくり おどるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 500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）

中央図書館総合カウンター　☎058-262-2924



　

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

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

16時00分 17時30分 遊んで学べる簡単アドリブ講座 あつまるスタジオ
Rise　Music
info@risemusic.jp
☎090-1989-9250（遠藤）

当日参加可・見学自
由

1,000円

17時00分 18時00分 初めてのベリーダンス おどるスタジオ
ツバキベリーダンス
tsubakibellydance@gmail.com

事前募集・当日参加
可

1,000円

13日（月） 10時00分 14時30分 ピヨピヨクラブ かんがえるスタジオ
ピヨピヨクラブ
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集・当日参加
可・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

10時30分 12時00分 おかたづけ茶話会　～ライフオーガナイズ～ つながるスタジオ
伊藤
c.hchika37@gmail.com
☎090-3382-2296

事前募集・当日参加
可

1,500円

19時00分 20時30分
みんなの図書館おとなの夜学
「あなたは、ほんとうの岐阜祭を知らない」

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

19時10分 19時50分
何かを始めたい方へ　地域や会社で活躍できる「講師」
になってみませんか？講師養成プレ講座

あつまるスタジオ

デリシャスマナーズクッキング＆マ
ナースクール
w.ones.office@gmail.com
http://www.delicious-manners.com

当日参加可 テキスト代500円

14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

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

19時00分 21時00分 太極拳　少林寺 おどるスタジオ
太極拳　少林寺
☎070-5503-3343（山川）

当日参加可・見学自
由

無料

15日（水） 10時00分 12時00分 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus つながるスタジオ ☎080-5116-6991（松田友希） 事前募集 2,800円

10時30分 12時00分 ベビーマッサージ教室　×　バランスボール おどるスタジオ
ベビーマッサージ教室ペペロミ
goto.h311@hi3.enjoy.ne.jp

事前募集・見学自由 1,700円

14時00分
（13時30分受

付開始）
16時00分 特別セミナー「デザインを活用した地域のモノづくり」 かんがえるスタジオ

（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時30分 20時45分 ゆったりYOGA つながるスタジオ
マイトリーヨガ
☎090-6619-5262

当日参加可 初回1,000円

1日（水）～5日（日） 9時00分
21時00分

（5日は17時）
第2回まちづくり協議会活動パネル展
～今、そしてこれから～

ドキドキテラス
市民活動交流センター
☎058-264-0011

観覧自由 無料

4日（土）～7日（火） 9時30分
16時30分

（7日は12時）
第６９回　岐阜市展「少年部」　小学校の部 みんなのギャラリー

学校指導課
☎058-214-2193

観覧自由 無料

毎日
（28日は除く）

10時30分 11時45分
多文化交流プラザ　イースターイベント
「エッグハント＆ペイント」

ワイワイサークル
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

当日参加可 無料

火・水・木・金 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
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

当日参加可 無料

土日
(26日は除く)

14時00分 14時30分 HELLO! ENGLISH ワイワイサークル
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

当日参加可 無料

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

当日参加可 無料

日
(12日、26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
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

当日参加可 無料


