
　

１０　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（お問い合わせ先） 参加形態 料金等

17日（火） 10時00分 11時50分 平成29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
☎058-247-9362

事前募集 年額4,000円

18日（水） 10時00分 14時30分 チェンジアップ！自分らしい未来をつくる おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集
500円コース・2,000円
コース・4,000円コース

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 13時00分 子供の足育靴育講座 あつまるスタジオ
ドイツ式フットケアサロン椿
☎090-7866-5768

事前募集・当日参加
可

3,000円

15時15分 18時45分 骨盤調整　腰痛・ヒザ痛・体の土台は骨盤です つながるスタジオ
輪来・西尾
☎090-1476-9023

事前募集・空きあれ
ば当日可

500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

19日（木） 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

英語俳句の会
☎058-252-2768（吉村）

当日参加可・見学自
由

無料

19時00分 20時00分 H30年度市民活動支援ブース応募説明会 つくるスタジオ
市民活動交流センター
☎058-264-0011

事前募集

19時30分 20時45分 リラックスヨガ つながるスタジオ
yoga mukῡ（ヨガ　ムクウ）
yogamukuu@gmail.com

事前募集 1,200円・初回500円

20日（金） 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 1回800円・6回分4,000円

13時00分 15時00分 ～本当の自分に出会える～心とアロマのワークショップ あつまるスタジオ
Team Audo
audo.team@gmail.com

事前募集・当日参加
可

5,000円

14時00分 15時30分
高齢者等いきいき生活支援「市民講座」「老いじたく」３つ
の備え

かんがえるスタジオ
NPO法人市民後見センターぎふ
☎090-4407-8376（村木）

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

500円・見学無料

19時30分 20時30分 ヨガレッスン あつまるスタジオ
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

21日（土） 10時00分 11時00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
☎090-3251-0209

当日参加可・見学自
由

無料

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

①10時30分
②11時00分

わらべうたおはなし会（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

13時30分 15時00分 ダンボールコンポスト講座 ドキドキテラス
岐阜市循環型社会推進課
☎058-214-2178

事前募集・空きあれ
ば当日参加可・見学
自由

無料

14時00分 16時30分 卵巣呼吸法 おどるスタジオ
酒向
☎070-1613-5510

事前募集 3,800円

14時00分 17時00分 公開レッスン　合唱 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）

当日参加可・見学自
由

無料

19時00分 20時30分 笑い文字　ありがとう講座 あつまるスタジオ
笑い文字
☎090-2779-1698（國江）

事前募集・当日参加
可

3,240円

22日（日） 10時00分 11時00分
ハッピー・ハーモニー＆あっこさん　コラボレーション企画
「みんな de えほん」

かんがえるスタジオ
任意団体ハッピー・ハーモニー
happyharmony4gifu@gmail.com

事前募集
小学生以上おひとり100
円

11時30分
第8回岐阜マザーズコレクション・ファッションショー～お
母さんが華やぐ お出掛け服～

ドキドキテラス
信長公450プロジェクト推進課
☎058-213-0450

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

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

14時30分 16時00分
学生デザインファッションショー～ファッションリーダー・
Nobunaga～

ドキドキテラス
信長公450プロジェクト推進課
☎058-213-0450

観覧自由 無料

23日（月） 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
Sunny Circus
sunnycircus.1.2.3@gmail.com
☎080-5116-6991（松田）

事前募集 2,800円

10時00分 13時00分 鈴乃会　和装文化勉強会 おどるスタジオ
鈴乃会
☎0574-54-3125

事前募集 無料

19時00分 21時00分 ブラジルのヒップアップトレーニング おどるスタジオ
岐阜県国際交流団体協議会
giagia2011.yahoo.co.jp

当日参加可 1,000円

24日（火） 10時00分 11時50分 平成29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
☎058-247-9362

事前募集 年額4,000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

18時15分 20時00分 アフリカトーク＆ライブ　in 岐阜 みんなのホール
岐阜県国際交流団体協議会
☎058-214-7703

事前募集・空きあれ
ば当日可

無料

19時00分 20時00分 Live Symposium for かかりつけ医 かんがえるスタジオ
第一三共(株)
☎058-269-1305

関係者 無料

25日（水） 10時00分 13時00分 美文字＆絵手紙レッスン つながるスタジオ
瑛泉書の会
☎090-2687-6583（河口瑛泉）

事前募集・見学自由 自由席2,500円

13時00分 15時00分 ＜中高年向け＞軽体操とストレッチ 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（藤田）

事前募集・当日参加
可

1,500円

13時00分 15時00分 朗読会 みんなのホール
読人の会
☎058-248-0194（藤田）

申込み不要 無料

15時30分 18時00分 大学入試・入学説明会 かんがえるスタジオ
大学新聞社
☎052-222-1652

事前募集・当日参加
可

無料

26日（木） 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

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

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 



　
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 15時00分 本de子育てカフェ～児童編～ 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

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

19時00分 20時30分 みんなの図書館　おとなの夜学
2階　南東読書ス
ペース

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

27日（金） 10時00分 12時15分 バランスボール　×　mama育講座 おどるスタジオ
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

28日（土） 10時30分 11時30分 ママとベビーのえいごであそぼ！ハロウィンパーティー おどるスタジオ
マミーズハグ
mommyshug.gifu@gmail.com

事前募集 1,200円

12時00分 13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

13時00分 14時00分
岐阜市ビジネスチャレンジ・ミニセミナー「創業のための
マインドセット超入門」

つながるスタジオ
岐阜県よろず支援拠点
☎058-277-1088

事前募集 無料

13時00分 16時30分
平成２９年度第2回生物多様性シンポジウム「恵みか？
迷惑者か？野生動物とあたりまえに暮らすためには」

かんがえるスタジオ
自然共生部自然環境課
shizen@city.gifu.gifu.jp
☎058-214-2151

当日参加可 無料

13時30分 15時00分 歌声ひろば「秋の歌」 あつまるスタジオ
NPO　Lifeあんしんねっト
☎090-4858-0740（クワバラ）

当日参加可 無料

14時00分 15時30分
めざせ直木賞作家！第３回ぼくのわたしのショートショー
ト発表会

みんなのホール
岐阜市立中央図書館
fb-kouhou@gifu-lib.jp
☎058-262-2924

事前募集 無料

14時00分 16時30分 卵巣呼吸法 おどるスタジオ
酒向（さこう）
☎070-1613-5510

事前募集 3,800円

16時30分 17時30分 大流行のハーバリウムを一緒に作りませんか あつまるスタジオ
アトリエ　ソレイユ
kurorusunkuro@tg.commufa.jp
☎090-2779-4168（小島）

事前募集・空きあれ
ば当日可

2,700円

18時00分 21時00分 着付講座 つながるスタジオ
着付けサークル
☎058-263-0345（乾）

事前募集・当日参加
可

2,000円

19時15分 20時45分 リラックスヨガ あつまるスタジオ
yoga mukῡ（ヨガ　ムクウ）
yogamukuu@gmail.com

事前募集 1,500円・初回500円

29日（日） 9時00分 9時55分 ピラティスレッスン あつまるスタジオ
ピラティスルーム　スミカ
☎080-3628-1771

当日参加可 1,000円

9時00分 18時00分
織田信長公岐阜入城・岐阜命名・４５０記念協賛事業
岐阜シティ・ロゲイニング

みんなのホール
岐阜県オリエンテーリング協会
☎090-5623-9843

事前募集
有料
3時間の部3,000円／人
など

①9時15分
②11時15分

①10時15分
②12時15分

①カルテット幼児教室　とことこクラス・②カルテット幼児
教室　よちよちクラス

つながるスタジオ
magokorohibiki@gmail.com
☎090-4441-9320（山川）

事前募集 2,000円

10時00分 11時30分 手作りの仮装でハッピーハロウィン おどるスタジオ
カワイ音楽教室　岐阜事務所
☎058-263-8822

事前募集 2,000円

10時00分 15時30分 第10回岐阜オレンジリボンたすきリレー
みんなの広場　カオ
カオ・ドキドキテラス

岐阜オレンジリボンたすきリレー実行
委員会（子ども家庭支援センターぎ
ふ「はこぶね」）
☎058-296-2172

観覧自由 無料

14時00分 15時30分 SISカフェ おどるスタジオ
NPO法人SIS
☎0574-76-2044

事前募集・当日参加
可

500円

14時00分 17時00分 結婚の学校　一日体験スクール（女子） あつまるスタジオ
鈴木
sincerite23@gmail.com

事前募集・当日参加
可

無料

17時00分 19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

18時30分 20時30分 ラフターヨガ（笑いヨガ） あつまるスタジオ
美笑女クラブ
thankyou-358@i.softbank.jp
☎070-6412-8853（深尾）

事前募集・当日参加
可

1,500円

30日（月） 10時00分 10時50分 北村サークル（ZUMBA） おどるスタジオ
北村サークル
☎090-3456-3380

当日参加可 700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
１回800円・6回分4,000
円

12時00分 13時00分 さんぽde野外ライブ　ランチコンサート ドキドキテラス
文化芸術課
☎058-214-4973

観覧自由 無料

31日（火）

16日（月）～17日
（火）

10時00分 20時30分
ぎふ　ささえあいフェスタ２０１７～岐阜地域の医療・介
護・福祉の連携・協働に向けた多職種合同研修会～

みんなのホール・各
スタジオ・みんなの
広場 カオカオ

(株)トーカイ　企画課
☎058-377-2986（村井）

一部事前申込み要・
当日参加可

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

20日（金）～22日
（日）

9時30分
18時30分

(22日は16時30
分）

紅白カラオケマラソン大会 みんなのホール
カラオケマラソン実行委員会
☎090-5873-7355（砂田おさむ）

観覧自由 無料

平日
（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
（21,22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
(16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
(17,31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 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。

休　　館　　日


