
　

7　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（土） 10:30 11:30 ヴィンヤサフローヨガ おどるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご持参
ください

1,500円

12:30 16:30 リフレッシュ親子マルシェ かんがえるスタジオ
青木
☎058-270-0222

予約不要 ワークショップ体験500円～

18:30 20:30
この夏学びたい！本当の幸せをつかむためのタネま
き

かんがえるスタジオ
仏教ってなに：富田
☎090-2147-2753

事前募集・空きあれば当日可 無料

19日（火） 10:15 11:45 「衣類の手放し方と縫わずに簡単エコバック作り」 つながるスタジオ
ミラクルマジック
☎090-3566-8282

事前募集・空きあれば当日可 1,000円

12:30 14:30 未来育プロジェクト　無料お悩み相談会 つながるスタジオ
NPO未来來プロジェクト
laa-laa038@ezweb.ne.jp

事前募集・空きあれば当日可 無料

13:30 15:30 セカンドキャリア合同会社説明会 みんなのギャラリー
（公社）　岐阜県シルバー人材センター連合会
生涯現役促進地域連携事業運営事務局
☎058-215-5511

事前募集・空きあれば当日可 無料

15:00 17:00 フラワーアレンジメント あつまるスタジオ
フラワーサークルL'amour（ラムール）
☎090-6595-4195

事前募集

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ3,600円・ﾌﾟﾘ
ｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ4,600円・草月
流生け花2,500円・ﾓﾀﾞﾝ生け
花3,200円・子どもアレンジ
3,400円

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅰ つながるスタジオ
公益財団法人岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 12,000円（全27回）

①体験会
13:15～

②経験者
14:30～

③子供クラ
ス 16:10～

①14:15
②16:00
③16:55

フラダンス体験会＆見学会 おどるスタジオ
アロハナニ
kaleo-ieie@theia.ocn.ne.jp

事前募集・空きあれば当日可 初体験500円

20日（水） 9:00 12:00 三味線練習 あつまるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366

見学自由 無料

10:30 12:30 華ゆきの会　美しいかな教室 つながるスタジオ
華ゆきの会
090-2773-0641（吉澤）

見学自由 無料

13:00 16:00 フラワーアレンジメント かんがえるスタジオ
Le.Violette
☎090-7686-9898（白木）

事前募集・空きあれば当日可 3,600円

13:30 14:30 みさと笛　体験 あつまるスタジオ
現代邦楽会みさと笛岐阜雅の会
☎090-3952-2886（藤本）

予約不要・見学自由 500円楽譜・笛貸出料

18:00 20:00 空手サークル つながるスタジオ
竹村　美登里
☎090-1744-8685

予約不要 無料

21日（木） 10:00 12:00
バレトン＆親子ヨガ
～保育士による手遊びつき～

あつまるスタジオ
インストラクターkyon
kyokominatani@gmail.com

事前募集・空きあれば当日可 1,500円

10:15 11:45 水絵会（水彩画） つながるスタジオ
水絵会
☎090-4259-9654

見学自由 無料

10:30 11:30 朝ヨガベーシック かんがえるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご持参
ください

体験500円・月謝割有り

12:30 13:30 シニアのためのケアヨガ かんがえるスタジオ
p.care yoga　いとう
☎090-3389-1979
p.careyoga489@gmail.com

事前募集・空きあれば当日可
月謝3,000円
体験無料

18:00 21:00 楽笑会 あつまるスタジオ
楽笑会　楽笑元気道場
☎090-8545-7290（桂川）

見学自由
初回1,100円筆ペン貸出しい
たします・2回目より2,200円

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅰ つながるスタジオ
公益財団法人岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 12,000円（全27回）

22日（金） 10:15 10:55 親子で一緒にリトミック教室 あつまるスタジオ
リトミック教室オリーブ
olive_rhythmic@outlook.jp

事前募集・空きあれば当日可 1,000円

13:30 15:30 燦餐の会 かんがえるスタジオ
燦餐の会
☎090-7684-2899（野村）

事前募集・空きあれば当日可 600円

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級EX ワイワイサークル
公益財団法人岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 6,000円（全14回）

23日（土） 9:30 11:30 第38回CoderDojo岐阜 かんがえるスタジオ
Shift
shift.gifu@gmail.com

事前募集・空きあれば当日可 無料

10:00 11:30 ぎふまちづくり人講座 おどるスタジオ
岐阜市まちづくりサポートセンター
☎090-3930-5130（薮下　浩）

事前募集＆空きあれば当日
可

無料

12:30 14:30 表情筋　ボディレッスン つながるスタジオ
小塚
☎090-9908-4757

事前募集＆空きあれば当日
可

無料

13:00 16:00 Gifu WordPress Meetup #48 かんがえるスタジオ
Shift
shift.gifu@gmail.com

事前募集＆空きあれば当日
可

無料

13:00 17:10 岐阜県ヘリテージマネージャー育成講座 おどるスタジオ 岐阜県建築士会☎058-215-9361 関係者 無料

15:15 16:45 日経新聞読み合わせサークル定例会 つながるスタジオ
人生を豊かにするための日経新聞読み合わせ
サークル
shinbunyomiawase@gmail.com

事前募集 無料

17:30 18:20 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へSMください

事前募集・空きあれば当日可 1,000円

18:00 19:00 むとうギターウクレレ教室　体験会 あつまるスタジオ
むとうギターウクレレ教室
☎090-4119-9997

事前募集 無料

24日（日） 9:30 11:30 初心者から楽しく学べる油彩画教室 つながるスタジオ インスタグラム＠merci_jun(太田) 事前募集
初回体験料2,000円
2回目以降3,000円

10:15 11:45 とにかく遊ぶ！ゲームで覚える英会話♪（年中－小3） あつまるスタジオ
Sun Son English♪
sae00329@gmail.com
http://33eigo.crayonsite.net/

事前募集・空きあれば当日可 1,000円

13:00 16:00 第30回ジュニア邦楽演奏会 みんなのホール
岐阜県邦楽三曲会
☎090-4160-1106

観覧自由 無料

16:30 17:30 岐阜大学総合内科市民公開講座 かんがえるスタジオ
岐阜大学総合内科
☎058-230-6632

自由参加 無料

17:30 18:30 チアエクササイズ おどるスタジオ
河合
shiismile_yoga（インスタ）

事前募集・空きあれば当日可 無料

25日（月） 9:00 16:00 楽笑会 つながるスタジオ
楽笑会　楽笑元気道場
☎090-8545-7290（桂川）

見学自由
初回1,100円・2回目より
2,200円・筆ペン貸出しいた
します

〒500-8076 岐阜市司町40番地5

9:00～21:00（2階 中央図書館は20:00まで）

毎月最終火曜日及び年末年始（12/31～1/3）
※最終火曜日が祝休日と重なる場合は、翌日が休館日となります。

※最終火曜日が年末年始と重なる場合は、前週の火曜日が休館日となります。

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

住所

開館時間

休館日

お問い合わせ先



　

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

19:20 20:40 森のお話会 あつまるスタジオ
鈴木
☎090-4406-3006
bohemijii@gmail.com

事前募集＆空きあれば当日
可

資料・材料費500円

27日（水） 11:15 12:50 日本人のための英語・英会話講座 つながるスタジオ
t.l.b English Academy
☎0586-50-2744

事前募集・空きあれば当日可 無料

15:00 21:00 空き家塾 かんがえるスタジオ
特定非営利活動法人
岐阜空き家・相続共生ネット
☎058-253-5255

事前募集・空きあれば当日可 無料

16:30 17:30 運動不足解消ヨガ つながるスタジオ
Rena　Yoga
（インスタ）rena.yoga_bi

事前募集・空きあれば当日可 800円

28日（木） 10:30 11:30 朝ヨガベーシック つながるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご持参
ください

体験500円・月謝割有り

12:30 13:30 シニアのためのケアヨガ あつまるスタジオ
p.care yoga　いとう
☎090-3389-1979
p.careyoga489@gmail.com

事前募集・空きあれば当日可
月謝3,000円
体験無料

13:30 14:30
いつからでも始められる優しい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
バランスボールインストラクター藤田美香
uchimika8739@gmail.com

事前募集・空きあれば当日可 1レッスン1,500円

17:00 19:00 空手サークル つながるスタジオ
竹村　美登里
☎090-1744-8685

予約不要 無料

29日（金） 10:00 15:00 チャレンジしよう！ かんがえるスタジオ
縁（えにし）の会
☎090-4089-1256（山下）

見学自由・予約不要 材料費500円より

30日（土） 10:00 11:30 ぎふまちづくり人講座 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
☎090-3930-5130（薮下）

事前募集＆空きあれば当日
可

無料

13:15 14:45 美文字レッスン あつまるスタジオ
華ゆきの会
☎090-2773-0641(吉澤)

事前募集・空きあれば当日可 1,500円

13:30 15:00 障害者対象　芸術教室（書道） おどるスタジオ
（一財）岐阜県身体障害者福祉協会
☎058-201-1543

事前募集 無料

19:00 21:00 ダンス練習　フラメンコ おどるスタジオ
岐阜フラメンコサークルエルビエント
☎090-3308-3810

事前募集・空きあれば当日可 1,000円

31日（日） 10:00 11:30 ぎふまちづくり人講座 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
☎090-3930-5130（薮下）

事前募集・空きあれば当日可 無料

14:00 16:00 「きよまるcafe」がん「体験者さんのおしゃべり会」 かんがえるスタジオ
NPO法人わたしのがんnet
kiyoko1207@ccn.aitai.ne.jp

事前募集・空きあれば当日可 無料

16:00 17:30 バイオリン合奏練習 おどるスタジオ
青山バイオリン教室
☎058-262-6941

関係者のみ、見学自由 無料

17:15 17:45 日経新聞読み合わせサークル説明会 つながるスタジオ
人生を豊かにするための日経新聞読み合わせ
サークル
shinbunyomiawase@gmail.com

事前募集 無料

18:30 20:30
何をやるにも気分が重い…
そんな憂鬱気分をパッと明るくする思考法とは？

かんがえるスタジオ
仏教ってなに：富田
☎090-2147-2753

事前募集・空きあれば当日可 無料

2022/7/16（土）
～18（月）

10:00 16:00 ゆったりカルチャー３days
ぎふメディアコスモス全
館

ぎふメディアコスモス
☎058-265-4104

一部有料

2022/7/21（木）
～25（月）

9:00 21:00 第72回”社会を明るくする運動”書写コンテスト作品展 ドキドキテラス

社会を明るくする運動　岐阜市推進委員会事務
局
岐阜山県保護区保護司会
☎058-264-9331
岐阜市福祉政策課

観覧自由 無料

2022/7/27（水）
～28（木）

9:00
21:00（28日
は15:00）

第72回”社会を明るくする運動”書写コンテスト作品展 ドキドキテラス

社会を明るくする運動　岐阜市推進委員会事務
局
岐阜山県保護区保護司会
☎058-264-9331
岐阜市福祉政策課

観覧自由 無料

2022/7/30（土）
～31（日）

10:00 16:00 Sunny　Days　Market（サニーデイズマーケット） カオカオ広場
Sunny　Days　Market
delsol637@gmail.com

観覧自由 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。


