
　

１０　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（お問い合わせ先） 参加形態 料金等

1日（日） 10時00分 11時30分 並木道読書会 おどるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集・空きがあ
れば当日可

無料

10時00分 17時20分 キッズトイ・インストラクター２級養成講座 つながるスタジオ
magokorohibiki@gmail.com
☎090-4441-9320（山川）

事前募集 24,000円

10時30分 13時00分 第5回　Word Bench　岐阜 あつまるスタジオ
Word Bench　岐阜
wbgifu@gmail.com

事前募集・空きあれ
ば当日可

500円

10時00分 17時00分 FUJIFILM Xユーザーサポートキャラバン　in 岐阜 かんがえるスタジオ
富士フィルムイメージングシステムズ
(株)　Xセミナーズ事務局
☎042-481-8206

事前募集・商品説明
は見学自由

無料

13時00分 15時00分 イングリッシュ　キッズダンス 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

15時30分 17時30分
あなたの未来設計図『夢を語ろう♪』♪どんな仕事？何
になりたい？

あつまるスタジオ
ママエイド事業部
☎090-1474-6312（佐藤）

事前募集
一人500円（未就園児は
無料）

2日（月） 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10分 11時45分 ママとベビーのえいごであそぼ！ あつまるスタジオ
マミーズハグ
mommyshug.gifu@gmail.com

事前募集・見学自由
回数券6回分4,000円・１
回800円

3日（火） 9時00分 11時00分 ハリウッド発　夢を叶える実践法”ME” AND ACTION つながるスタジオ
watanabek514@gmail.com
渡辺

事前募集・当日参加
可

受講料500円・テキスト
料1,000円

9時30分 12時30分 「ダイアナ元皇太子妃の霊言」拝聴会 かんがえるスタジオ
(宗）幸福の科学　岐阜支部
☎058-273-2575

当日参加可・見学自
由

無料

10時30分 11時30分 ココカラバランスボール おどるスタジオ
ココカラバランスボール
kokokara.barabo@gmail.com
☎090-4087-6929

事前募集・当日参加
可

1,000円

4日（水） 10時00分 12時00分 バランスボールエクササイズ つながるスタジオ
黒木
tomo_balanceball@yahoo.co.jp

事前募集 1,500円

①10時30分
②11時00分

おはなし会　０～３さいむけ
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

10時30分 11時30分 ベビーマッサージ＆ベビーヨガ体操 おどるスタジオ
柴田
☎090-7869-0555

事前募集 6回3,000円

12時30分 13時30分 シニアクラス　軽体操＆バランスボールとストレッチ おどるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会
uchimika8739@gmail.com
☎090-2774-3607（ミカ）

事前募集 1,500円

14時00分 15時30分 ルンルンスマイル　ウォーキングレッスン おどるスタジオ
ルンルンスマイル
lunlunsmile.com

当日参加可 3,300円

19時30分 20時40分 ゆったりＹＯＧＡ つながるスタジオ
マイトリーヨガ
☎090-6619-5262（池田）

当日参加可 1,000円

5日（木） 10時30分 11時30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.2525@jade.plala.or.jp

事前募集・当日参加
可・見学自由

700円

10時30分 11時40分 ママヨガ つながるスタジオ
yuju yoga
☎090-4448-7675（村田）

事前募集・当日参加
可・見学自由

初回1,000円

13時30分 15時00分 長良川大学講座 みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

13時10分 14時40分 笑い文字　ありがとう講座 つながるスタジオ
笑い文字
☎090-2779-1698（国江）

事前募集・当日参加
可

3,240円

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

当日参加可・見学自
由

無料

15時00分 17時00分 ハリウッド発　夢を叶える実践法”ME” AND ACTION あつまるスタジオ
watanabek514@gmail.com
渡辺

事前募集・当日参加
可

受講料500円・テキスト
代1,000円

18時30分 20時00分 データベースで情報収集！日経テレコン２１講習会 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

6日（金） 13時30分 15時30分
岐阜市地域女性団体活動講演会「人生は目配り、気配
り、心配り」

みんなのホール
実行委員会事務局（岐阜市社会教
育課内）
☎058-214-2365

事前申込み不要 無料

18時00分 20時30分 山女子クラブ岐阜校　第２・３回座学講習会 つながるスタジオ

山女子クラブ岐阜校
https://www.facebook.com/yamajyo
shiclubgifu/
☎090-8734-2308（山本）

事前募集・当日参加
可

テキスト代金1,000円

7日（土） 10時00分 12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30分 おはなし会　３～６さいむけ
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

11時00分 19時00分
MARINERA EN EL CIELO（マリネラ　エン　エル　シエ
ロー）

みんなのホール
南　マルタ
☎080-9727-0811

観覧自由 無料

15時30分 16時30分 ブラジルの東南エリア　文化紹介 あつまるスタジオ
Iwaki Regina Akemi
ak-iw.12@docomo.ne.jp
☎090-3953-2807

事前募集・当日参加
可

500円

18時00分 20時00分 天体観望会
みんなの広場　カオ
カオ

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

申込み不要 無料

8日（日） 9時00分 10時00分 ヨガレッスン おどるスタジオ
リフレッシュ＆リチャージ
☎090-5638-5268

事前募集・当日参加
可

1,000円

10時00分 12時00分 青山ヴァイオリン教室　合奏レッスン おどるスタジオ
青山ヴァイオリン教室
☎058-262-6941

当日参加可・見学自
由

無料

10時00分 12時00分 ジェルネイル中級講座 あつまるスタジオ
日本美作(株)
☎090-5868-6980（松浪）

見学自由 無料

10時00分 16時00分
第61回ぎふ信長まつり協賛事業 第40回吟剣詩舞道記
念大会

みんなのホール
岐阜県吟舞の広場
☎058-324-8639（会長 西尾）

観覧自由 無料

12時00分 12時50分 ピラティスレッスン つながるスタジオ
ピラティスルーム　スミカ
☎080-3628-1771

当日参加可 1,000円

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

 

住所      〒500-8076 岐阜市司町40番地5 
 

開館時間   9時00分～21時00分（中央図書館は20時00分まで） 
 

休館日     毎月最終火曜日 及び 年末年始（12/31～1/3） 
 

お問い合せ先   ぎふ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 

１０月１５日（日）に秋のメディコスまつり「フムドキワイワイ」を開催します！ 
みんなの森 ぎふメディアコスモスでは、広く市民のみなさまから活用される施設となることを目指し、市民でつくりあげる市民のためのイベントを  

開催します☆ ひとりで「フムフム学ぶ」 あなたと「ドキドキ体験する」 みんなで「ワイワイ楽しむ」プログラムが目白押し！ 

屋外では、駐車場チョークアートの企画や飲食ブースも出店します！あなたはどのプログラムに参加しますか？  

みなさまお誘いあわせのうえぜひご来場ください。お待ちしております！！ 
 



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

14時00分 16時30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

15時20分 16時50分 ギター演奏で皆に元気に歌いましょう。 おどるスタジオ
NPO法人なじみのふるさと
kogimakeiko@docomo.ne.jp
☎090-3251-0209（小島）

当日参加可 全自由席500円

9日（月） 10時00分 16時00分 鉄道用品特別買取査定会 あつまるスタジオ
(株)カラマツトレイン名古屋店
☎052-961-5155

見学自由 無料

15時00分 18時00分 困った空き家よろず相談会 つながるスタジオ
（特非）岐阜空き家・相続共生ネット
http://gifu-akiya.net/

事前募集・当日参加
可

無料

10日（火） 10時00分 11時50分 平成29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
☎058-247-9362

事前募集 年額4,000円

10時15分 11時45分 姿勢とウォーキングレッスン おどるスタジオ
ポスチュアウォーキング
yamada@posturewalking.jp

事前募集・当日参加
可・見学自由

3,500円

10時30分 11時30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.2525@jade.plala.or.jp

事前募集・当日参加
可・見学自由

700円

12時30分 13時30分
赤ちゃん連れOK　お一人様参加可　バランスボールエク
ササイズ

おどるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会
uchimika8739@gmail.com
☎090-2774-3607（藤田）

事前募集 1,500円

13時30分 16時00分
一生リバウンドしない！収納カウンセラー飯田久恵「整
理収納の基礎セミナー」

かんがえるスタジオ
セミナー事務局（江口）
yutorigifu2017@yahoo.co.jp
☎090-9261-7163

事前募集・空きあれ
ば当日可

3,000円

11日（水） 9時00分 12時00分 ピヨピヨクラブ（０才～子育て中の親子の会） 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

9時00分 12時00分 ピヨピヨクラブ（ベビーマッサージ） おどるスタジオ
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
Sunny Circus
sunnycircus.1.2.3@gmail.com
☎080-5116-6991（松田）

事前募集 2,800円

10時00分 15時00分 荒井水墨画応用講座 あつまるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

13時30分 15時30分 食育の和・話・輪　燦餐の会 かんがえるスタジオ
燦餐の会
☎090-7684-2899（野村）

当日参加可・見学自
由

600円

15時00分 17時00分 チェス あつまるスタジオ
EBS
☎090-7311-1655

見学自由 無料

19時30分 20時40分 ゆったりＹＯＧＡ つながるスタジオ
マイトリーヨガ
☎090-6619-5262（池田）

当日参加可 1,000円

12日（木） 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
(一社）体力メンテナンス協会
☎090-2139-0714

事前募集・見学自由 1,500円・初回1,000円

10時30分 11時40分 ママヨガ つながるスタジオ
yuju yoga
☎090-4448-7675（村田）

事前募集・当日参加
可・見学自由

初回1,000円

13時30分 15時00分 オレンジカフェ おどるスタジオ
岐阜市地域包括支援センター中央
北
☎058-213-0128

当日参加可 100円

14時00分 15時30分 岐阜市人権教育・啓発推進専門委員会　第２専門部会 あつまるスタジオ
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

関係者

15時30分 17時30分 毎月２木集まって情報交換会 つくるスタジオ
市民活動交流センター
☎058-264-0011

関係者

18時15分 20時45分 フラダンス おどるスタジオ
Halau Hula O Ka Lei Nani
☎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木集まって情報交換会 つくるスタジオ
市民活動交流センター
☎058-264-0011

関係者

13日（金） 10時00分 12時00分 市民野菜づくり講座 みんなのホール
農林園芸課
☎058-214-2079（内線6206）

事前募集 無料

10時00分 12時15分 バランスボール　×　mama育講座 つながるスタジオ
なごみ空間
☎090-9192-2100（毛利）

事前募集・当日参加
可

単発3,500円・4回で
12,000円

10時00分 15時00分 ベビー撮影会 あつまるスタジオ
やまきたともか
☎058-372-3378

事前募集・空きあれ
ば当日可

3,000円・SNS等の写真
掲載NGの場合は4,000
円

10時30分 11時30分 ココカラバランスボール おどるスタジオ
ココカラバランスボール
kokokara.barabo@gmail.com
☎090-4087-6929

事前募集・当日参加
可

1,000円

13時00分 15時00分 荒井水墨画サークル おどるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

14日（土） 12時40分 15時20分 第３回シニアワークフェア・平成２９年度文化祭

かんがえるスタジ
オ・あつまるスタジ
オ・みんなのホール・
みんなの広場 カオ
カオ

（公社）岐阜市シルバー人材センター
☎058-240-1245

観覧自由 無料

14時00分 おはなし会　小学生むけ
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

17時00分 18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

15日（日） メディコスまつり　フム・ドキ・ワイワイ
みんなのホール・ド
キドキテラス・各スタ
ジオほか

市民活動交流センター
☎058-264-0011

10時30分 おはなし会　３～６さいむけ
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

1日（日）～3日（火）
9時00分

（1日は12時00
分）

21時00分
（3日は17時00

分）
岐阜提灯の歴史と技 ドキドキテラス 岐阜提灯協同組合 観覧自由 無料

5日（木）～11日
（水）

9時00分
（5日は12時00

分）

21時00分
（11日は17時00

分）
第13回わがまち探検マップコンクール　一般投票 ドキドキテラス

（一財）岐阜市にぎわいまち公社
☎058-266-1377

観覧自由 無料

10月6日（金）～12
月17日（日）

10時00分 18時00分 体感！戦国城下町・岐阜「信長公ギャラリー」 みんなのギャラリー
信長公450プロジェクト推進課
☎058-213-0450

観覧自由 無料

平日
（4,18日除く）

10時30分 10時50分 よみきかせタイム
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

土日祝
（7,14,15日除く）

14時00分 14時30分 わんこカート きららのおはなし会
２階　親子のグロー
ブ

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日受付 無料

月・水
(2,4,9,11日除く)

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

火・木
(3,5,10,12日除く)

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

金
(6,13日除く）

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

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。

詳細はチラシをご覧ください 詳細はチラシをご覧ください


