
　

９　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

16日（土） 9時00分 11時00分 ジェルネイル中級講習 つながるスタジオ
日本美作(株)
☎090-5868-6980

見学自由 無料

10時00分 11時00分 ポールウォーキングセミナー おどるスタジオ
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30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

10時30分 12時00分
平成29年度公開講座「中国人はなぜ日本で「爆買いす
る」のか？」

かんがえるスタジオ
岐阜市立女子短期大学
☎058-296-3131

事前募集 1,000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

見学自由 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「SNSを活用した
プチ創業」

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 17時00分 G.D.C.S　２０１７　ワークショップ（KENT、asami） おどるスタジオ
GDCS実行委員会
gifu.dance@gmail.com

当日参加可 2,500円

13時30分 15時00分 老いじたくセミナー「簡単　遺言の書き方セミナー」 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

15時00分
(14時30分開場）

2017　松栄堂楽器　大人の音楽教室発表会 みんなのホール
(株)松栄堂楽器
☎058-265-0481

観覧自由 無料

15時30分 16時30分 ジャイアントペーパーフラワー　おやこ講座 つながるスタジオ
パレットラボ（月～金 10:00～19:00）
unkap@i.softbank.jp
☎090-8475-0633

事前募集・当日参加
可

1組1,000円

17時30分 20時30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

19時30分 20時45分 リラックスヨガと呼吸のレッスン 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

17日（日） 9時30分 11時30分 アドラー心理学でもっと自分を好きになる かんがえるスタジオ
市民講師女子部ぎふ
☎050-3590-6820（中村）

事前募集・当日参加
可

2,000円

10時05分 10時55分 ピラティス　グループレッスン おどるスタジオ
ピラティスルーム　スミカ
☎080-3628-1771

事前募集・当日参加
可

無料・関係者以外1,000
円

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15分 12時45分 ウォーキングレッスン（メンズレッスン） おどるスタジオ
ポスチュアウォーキング
yamada@posturewalking.jp
☎090-6468-1416（山田）

事前募集・当日参加
可・見学自由

4,000円

11時30分
(11時00分開場）

2017　松栄堂楽器　大人の音楽教室発表会 みんなのホール
(株)松栄堂楽器
☎058-265-0481

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

13時30分 15時30分 コツバン・ハッピープログラム習得講座 あつまるスタジオ
コツバン・ハッピー
kotuban.happy@gmail.com
☎080-5825-3939（稲田）

事前募集 6回で36,000円

16時30分 19時30分 結婚の学校　一日体験スクール つながるスタジオ
鈴木
sincerite23@gmail.com

事前募集・当日参加
可

無料

17時00分
(16時30分開場）

2017　松栄堂楽器　大人の音楽教室発表会 みんなのホール
(株)松栄堂楽器
☎058-265-0481

観覧自由 無料

18日（月・祝） 9時00分 13時00分 カルテット幼児教室 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 13時00分
ゴスペル体験
※9/23（土）メディアコスモスでのコンサートに出演でき
ます

かんがえるスタジオ
Praise of Ozaki
http://praiseofozaki.jp/
「Facebookプレイズオブ尾崎」で検索

事前募集・当日参加
可

5,000円

10時15分 12時00分 韓国の伝統である「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
☎080-3682-1989

事前募集・当日参加
可・見学自由

2,500円

16時00分 18時00分 日本で暮らすためのマネーセミナー あつまるスタジオ
（公財）岐阜県国際交流センター
☎058-214-7700

事前募集・当日参加
可

無料

19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

13時30分 15時00分 理想に近づく暮らし整理術 かんがえるスタジオ
市民講師女子部ぎふ
☎090-1567-2020（岩田）

当日参加可 1,500円

13時30分 19時30分 福笑式　いい声トレーニング　グループレッスン つながるスタジオ
いい声コミュニケーション
fukuwarai.megumi@gmail.com

事前募集 無料

19時00分 20時30分 おとなの夜学 ２階　金華山テラス
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

20日（水） 10時00分 11時30分
スコーレ家庭教育講座「お母さんの共感力が子どもの心
を強くする！」

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

事前募集・当日参加
可

受講料500円・保育料
300円

10時00分 13時00分 骨盤調整体験！代謝アップして秋冬に備えよう♪ つながるスタジオ
岡部
☎090-7609-3135

事前募集・当日参加
可

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

13時30分 14時30分
シニアクラス　軽体操バランスボール・リラクゼーションス
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 1,500円

19時30分 20時40分 ゆったりヨガ 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

21日（木） 9時30分 12時30分 純銀クロッシェのアクセサリー作り講座 つながるスタジオ
市民講師女子部ぎふ
☎080-5816-0385（石丸）

事前募集・当日参加
可

3,500円

10時00分 12時00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）

当日参加可・見学自
由

無料

13時00分 16時00分 荒井水墨画勉強会 つながるスタジオ
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30分 15時30分 入会説明会（女性向け） かんがえるスタジオ
（公社）岐阜市シルバー人材セン
ター
☎058-240-1245

当日参加可 無料

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1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 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 



　

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

19時30分 20時45分 リラックスヨガと呼吸のレッスン 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

22日（金） 10時00分 11時40分 ２万個のウッドビーズで遊ぼう！ かんがえるスタジオ
NPO法人子育てネットひまわり
☎090-4791-8757

予約不要 1世帯500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に写真掲
載NGの場合は4,000円

10時10分 11時45分 ママとベビーのえいごであそぼ！ つながるスタジオ
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

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
黒木
tomo_balanceball@yahoo.co.jp

事前募集・見学自由 1,500円

13時00分 15時00分 ORIGAMI つくるスタジオ
市来
☎080-9494-4354

見学自由 無料

13時00分 16時00分 荒井水墨画サークル つながるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

14時00分 15時30分 心の輪研修会 かんがえるスタジオ
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

当日参加可 無料

19時30分 20時30分 ヨガレッスン つながるスタジオ
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

23日（土・祝） 10時00分 16時00分 バスフェスタ2017　in みんなの森　ぎふメディアコスモス

かんがえるスタジ
オ・ドキドキテラス・
みんなの広場 カオ
カオ

岐阜市総合交通協議会（岐阜市交
通総合政策課内）
☎058-214-2016

①10時30分
②13時30分

①11時30分
②14時30分

おはなしとおんがく　パール　～愛のおくりもの～ おどるスタジオ
パール
☎090-1983-0784（浅井）

事前募集・当日参加
可

大人800円・子ども400
円・親子1,000円

16時00分
（15時30分開場）

18時30分 Praise of Ozaki １０周年記念企画　ゴスペルコンサート みんなのホール
Praise of Ozaki
http://praiseofozaki.jp/
「Facebookプレイズオブ尾崎」で検索

事前募集 全自由席1,000円

18時00分 21時00分 着付け講座 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

24日（日） 10時00分 11時00分 本de子育てカフェ～赤ちゃん編～ 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

10時00分 12時00分 荒井水墨画教室 つながるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

10時00分 16時00分 明日の医療を考える会　－ミモザ岐阜－ みんなのホール
明日の医療を考える会－ミモザ岐阜
－
☎090-1785-2141（小椋）

事前募集・当日参加
可

1,000円

10時00分 17時00分 小学生のためのグローバル人材育成プログラム おどるスタジオ
(株)海外生活
☎058-215-7420

事前募集・見学自由 6,000円

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00分
６回連続講演
第１回　山崎弁栄「人生の帰趣」を読む。講師　若松英
輔

あつまるスタジオ
長良川画廊
☎058-263-4322

事前募集・空きあれ
ば当日可

2,000円

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

17時30分 20時30分 結婚の学校　一日体験スクール（男子） つながるスタジオ
鈴木
sincerite23@gmail.com

事前募集・当日参加
可

無料

25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
ベビーサイン＆クラフト教室Sunny
Circus　sunnycircus.1.2.3@gmail.com
☎080-5116-6991（松田）

事前募集 2,800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

26日（火）

27日（水） 10時00分 11時30分 チャイルドヨガマッサージ体操 おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 1,500円

13時30分 15時50分 『交流の広場』～講演と交流会～講師：植田淑子様 かんがえるスタジオ
岐阜県退職公務員連盟
☎0585-45-3981（竹中）

事前募集・当日参加
可

500円

28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
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

12時30分 13時30分
赤ちゃん連れOK　お子様連れてなくてもOK　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認定
uchimika8739@gmail.com（藤田）

事前募集 1,500円

13時30分 15時30分 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 600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
ミリミリフラスタジオ
☎090-9900-7293

当日参加可・見学自
由

1,000円

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

7月13日～9月24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

13日（水）～18日
（月・祝）

10時00分 18時00分 平和祈念展 in 岐阜 ドキドキテラス
平和祈念展示資料館
☎03-5323-8709

観覧自由 無料

17日（日）～18日
（月・祝）

9時00分 21時00分
「岐阜市BRTトランジットモール」バスに乗ってみんなの
森 ぎふメディアコスモスに行こう！

受付：総合案内
ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

事前予約不要
無料（連結バス乗車に
はバス料金がかかりま
す）

19日（火）～22日
（金）

9時00分
（19日は10時30

分）

21時00分
（22日は15時00

分）
シルバー作品展 ドキドキテラス

（公社）岐阜市シルバー人材セン
ター

観覧自由 無料

毎日
（15日・26日は除く）

10時30分 11時45分 多文化交流プラザ　ハッピー！ハロウィン　イベント 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
(26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
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

当日参加可 無料

第1･2･4･5土日
(22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

第3土日
（15日・21日は除く）

14時00分 14時30分 HELLO! ENGLISH　"BIG KIDS" 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
（21日は除く）

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
（15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

平日
（6日・20日を除く）

10時30分 10時50分
よみきかせタイム
※定例のおはなし会があるときは、おやすみです。

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
（2日・9日・16日・17

日・24日は除く）
14時00分 14時30分

わんこカート きららのおはなし会
※定例のおはなし会があるときは、おやすみです。

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

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

詳細はチラシをご覧ください


