
　

12　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（金） 10:00 11:30 手話勉強会 おどるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

事前募集のみ 無料

10:00 12:00
楽しい活動で脳と身体が元気になる「認知症・介護予防
教室」

かんがえるスタジオ
岐阜健康レクリエーション研究会（担当　林）
gifukenkoreku.yoyaku@gmail.com

事前募集・空きあれば当日可 参加費500円～

10:30 14:00 色々セラピー体験会 あつまるスタジオ
心理セラピーさふよし
safumi0114@gmail.com

事前募集・空きあれば当日可 3,800円

14:00 15:30 歎異抄に学ぶ講座 つながるスタジオ
小此木
☎070-1288-7785

事前募集・空きあれば当日可 無料

18:00 20:00 瞑想 あつまるスタジオ
伝導瞑想
☎090-9926-3651

事前募集・空きあれば当日可 無料

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
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集のみ 6,000円（全14回）

17日（土） 10:00 10:30 岐阜県中高生SDGｓ新聞コンクール表彰式 かんがえるスタジオ
NPO法人 Meetｓ Vision
☎058-201-5088

関係者 無料

10:30 12:00 你好！中国語 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・空きあれば当日可
※先着20名

一般500円
賛助会員200円

18:00 21:00 むとうギターウクレレ教室　体験会 つながるスタジオ
むとうギターウクレレ教室
☎090-4119-9997

事前募集のみ 無料

①16:20
②17:00

①16:50
②17:45

①おなか引きしめピラティス
②姿勢改善ヨガ

おどるスタジオ
RIKA
rk.31.fitness@gmail.com

事前募集・空きあれば当日可
1本800円
2本1,500円

18日（日） 10:00 11:00 みんなの知恵を集めるカフェ（オープン市政相談会） かんがえるスタジオ
岐阜市議会議員　和田直也
office@wada-naoya.jp

事前募集・空きあれば当日
可、予約不要

無料

10:15 11:45
とにかく遊ぶ♪楽しく学ぶ♪ボードゲームで覚える英会
話＆フォニックス（園児＆小学生）

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 体験価格1,000円

13:00 15:00 アートフィールド説明会 かんがえるスタジオ
岐阜市社会福祉事業団
☎080-5104-0123（川上）

予約不要 無料

13:00 17:00
「英語もダンスも楽しく学ぼう！2才からOK！」
①キッズ☆イングリッシュレッスン
②キッズ☆ダンスレッスン

おどるスタジオ
ユリダンスセンター
☎090-1233-6367
yuridance0305@gmail.com

事前募集・観覧自由 無料

13:00 18:00 津軽三味線　糸音　合同練習 つながるスタジオ
津軽三味線　糸音
☎090-6466-0223（田中）

見学自由
会員1,000円
見学無料

13:30 14:00 HELLO！ENGLISH（ハロー！イングリッシュ） 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・空きあれば当日可
※先着7名（4才～小学生）

無料

13:40 15:20 こころのふれあいサロン あつまるスタジオ
Polaris（ポラリス）
☎058-253-1388

予約不要、見学自由 無料

15:00 16:30 子ども達によるバイオリン合奏 かんがえるスタジオ
青山バイオリン教室
☎058-262-6941

予約不要・見学自由 無料

19日（月） 13:10 14:50 日本人のための英語・英会話講座（説明会） 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

18:30 20:30 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

事前募集のみ 12,000円（全27回）

①9:30
②10:30

①10:15
②11:30

①シニアバランスボール
②産後バランスボール

おどるスタジオ
さゆり産後ケア
s3.sangocare@gmail.com

事前募集、見学自由
①参加費 １,000円～
② 参加費1,800円～

20日（火） 10:00 11:50 古典文学講座 みんなのホール
岐阜市読書サークル協議会
☎058-237-4237　門屋伸子（かどやのぶこ）

事前募集・空きあれば当日
可、見学可

4月入会時4,000円

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）

予約不要・見学自由 材料費500円より

12:00 20:00 気づいた光を「○みる」。 あつまるスタジオ
加藤大和
19md016@st.nuas.ac.jp

予約不要・見学自由 無料

13:30 15:45 つまみ細工教室 つながるスタジオ
つまみ細工嬉々
☎090-4113-3331（岩田）

事前募集のみ
受講料2時間2,000円～、材
料費1,000円～

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅱ つながるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集のみ 12,000円（全27回）

①初体験
13：15

②経験者
14:30

③子供クラ
ス 16:10

①初体験
14：15

②経験者
16:00

③子供クラ
ス 16:55

フラダンス体験会 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（教材費）

21日（水） 9:30 10:45 肌育×足育講座 ～ママがお肌と足の基本を学ぶ～ つながるスタジオ
沖廣 真理子
☎090-2260-9258

事前募集・空きあれば当日可 500円

10:00 12:00 会議 あつまるスタジオ
わの会母親カウンセラーネットワーク
wanokai39@yahoo.co.jp

関係者 無料

13:00 15:00 フラワーアレンジメント おどるスタジオ
Le.Violette
☎090-7686-9898（白木）

事前募集・空きあれば当日可 3,600円

13:00 15:20 鶯谷中学・高等学校 クリスマスコンサート みんなのホール
鶯谷中学・高等学校音楽部
☎058-265-7571（岡部・森）

観覧自由 無料

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）

13:30 15:45 華ゆきの会　書道教室 かんがえるスタジオ
華ゆきの会
☎090-2773-0641（吉澤）

事前募集・空きあれば当日可 初回2,000円

15:00 18:00 Halau Hula 'O Ka Lei Nani おどるスタジオ
Halau Hula 'O Ka Lei Nani
☎090-8543-1748（加藤）

事前募集・空きあれば当日
可、予約不要

1回1,000円、
体験は無料

16:00 18:00 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

18:30 20:00 経営者の集い みんなのホール
岐阜市中央倫理法人会
☎058-216-5581
gifuchuou.rinri@gmail.com

事前募集のみ 無料

18:30 20:30 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

事前募集のみ 12,000円（全27回）

22日（木） 10:00 12:00
バレトン＆親子ヨガ～保育士による手遊び、読み聞かせ
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

10:30 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1,000円・月謝割有り

〒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

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

10:30 11:30 ママのためのヨガ おどるスタジオ
ぎふママカレッジ
gifumamacollege@gmail.com

事前募集・空きあれば当日可 500円

12:30 13:30 シニアのためのケアヨガ つながるスタジオ
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

13:00 15:00 写真教室　12月例会 あつまるスタジオ
JRP岐阜
☎090-3154-2546（廣田一雄）

予約不要 無料

13:30 15:00
「明治・大正・昭和、美濃ゆかりの文化人（全2回講座」
第2回<少国民文化〉の創生－木村小舟と「岐阜通俗圖
書館」－

みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集のみ 無料

15:15 16:45 チェスのゲームをしよう あつまるスタジオ
EBS　山田
☎090-7311-1655

予約不要 無料

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅱ つながるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集のみ 12,000円（全27回）

19:20 20:50 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

500円（資料・材料代）

23日（金） 10:00 12:00 骨格リセット教室 つながるスタジオ
岡部
☎090-7609-3135

事前募集 1,000円

10:00 17:00 気づいた光を「○みる」。 あつまるスタジオ
加藤大和
19md016@st.nuas.ac.jp

見学自由 無料

14:00 15:30 歎異抄に学ぶ講座 つながるスタジオ
小此木
☎070-1288-7785

事前募集・空きあれば当日可 無料

14:00 16:10 みんなの図書館シアター みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集のみ 無料

18:00 20:00 瞑想 あつまるスタジオ
伝導瞑想
☎090-9926-3651

事前募集・空きあれば当日可 無料

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
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集のみ 6,000円（全14回）

①14:00
②15:00
③16:00

①15:00
②16:00
③17:00

美活フェア＆お仕事紹介 かんがえるスタジオ
美骨エステサロンcocoro
☎090-9184-3966

事前募集・空きあれば当日可 1,000円～2,000円

24日（土） 10:00 14:00 ワンコイン家族写真撮影 あつまるスタジオ
久保倉　千明
info@semmei3.com

事前募集のみ 500円

10:30 11:30
楽しく遊んで♪楽しく学ぶ♪0才からの親子英語（0才-未
就学児）

おどるスタジオ
Sun Son English♪
sae00329@gmail.com
http://33eigo.crayonsite.net/

事前募集・空きあれば当日可 体験価格500円

13:30 14:15 旅する気分で♪外国語（クリスマス） 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・空きあれば当日可
※先着15名（中学生～）

無料

14:00 16:00 がん体験者さんのおしゃべり会「きよまるcafe」 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

1部:14:00
2部:15:00

1部:14:35
2部:15:35

「クリスマスイブに贈るゴスペル＆映像ミニコンサート」 みんなのホール
ゴスペルクラブ「リジョイス」
☎090-6571-9954（河野）

観覧自由 無料

25日（日） 9:15 13:00
「英語もダンスも楽しく学ぼう！2才からOK！」
キッズ☆イングリッシュレッスン

つながるスタジオ
ユリダンスセンター
☎090-1233-6367
yuridance0305@gmail.com

事前募集・観覧自由 無料

10:00 11:00 みんなdeえほん おどるスタジオ
任意団体ハッピーハーモニー
☎080-1623-0326

事前募集・空きあれば当日可 100円

10:00 20:00 気づいた光を「○みる」。 あつまるスタジオ
加藤大和
19md016@st.nuas.ac.jp

見学自由 無料

13:30 14:30 アーシングの勉強会 かんがえるスタジオ
小林
☎090-4236-2144

予約不要 無料

14:00 17:00

「英語もダンスも楽しく学ぼう！2才から中学生まで
OK！」
①キッズ☆イングリッシュレッスン
②キッズ☆ダンスレッスン

おどるスタジオ
ユリダンスセンター
☎090-1233-6367
yuridance0305@gmail.com

事前募集・見学自由 無料

①12:15
②13:00

①12:50
②13:45

①おなか引きしめピラティス
②姿勢改善ヨガ

おどるスタジオ
RIKA
rk.31.fitness@gmail.com

事前募集・空きあれば当日可
1本800円
2本1,500円

26日（月） 9:30 16:00 楽笑会　己書　筆文字アート かんがえるスタジオ
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

10:15 11:00 親子で一緒にリトミック教室　お正月飾りを作ろう！ 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

11:30 17:00 木下結子とひなたみな Happy Live みんなのホール
㈱プロジェクト・スコーピオン
☎03-6809-1477

事前募集・空きあれば当日可 3,500円

28日（水） 13:00 16:00 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

事前募集のみ
フラワーアレンジメント
3,600円

15:30 16:30 プログラミング無料体験会・ワークショップ おどるスタジオ
Tech　In　Sunlight
tech in sunlight@gmail.com

事前募集・空きあれば当日可 無料

10:30
受付10:15

～
11:30 親子で楽しめるフラダンスとヨガ おどるスタジオ

神山
kinokono3yoga@gmail.com

事前募集のみ 親子1組につき700円

①10:00
②19:00

①16:00
②21:00

フラワーアレンジメント
①かんがえるスタジオ
②つながるスタジオ

Le.Violette
☎090-7686-9898（白木）

事前募集・空きあれば当日可 3,600円

29日（木） 10:30 11:30 朝ヨガベーシック 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

体験1,000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

①13:15
②13:35

①13:25
②14:35

①10分バランスボールストレッチ
②いつからでも始められる 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

①大人お一人様500円
②大人お一人様1,500円

①10分間ボールストレッチ
500円
②エクササイズ 1,500円

30日（金） 17:00 21:00 M!o　Dance　Lesson おどるスタジオ
M!o
Instagram　＠30_punzel
mio.30dance@gmail.com

事前募集・空きあれば当日可 1,500円

2022/12/12（日）
～12/16（金）

9:00
12日10:00

21:00
16日16:00

「岐阜市応援企業WIN-WINリレーションシップ」パネル展 ドキドキテラス
広報広聴課
☎058-214-2710（浅野）

観覧自由 無料

2022/12/14（水）
～12/16（金）

9:30
17:00

16日14:30
第63回 岐阜地区ふれあい教育展 みんなのギャラリー

岐阜市立岐阜特別支援学校　山田恭子
☎058-239-2821

観覧自由 無料

2022/12/18（日）
～12/26（月）

10:00
18:00

26日15:00
令和4年度　岐阜市立女子短期大学　生活デザイン学科
卒業研究・卒業制作展示

みんなのギャラリー
岐阜市立女子短期大学　生活デザイン学科
学科長　太田　幸一
☎058-296-3131（代表）

観覧自由 無料

2022/12/28（木）
～12/30（土）

9:00
28日12:00

21:00
30日18:00

RE:ASSEMBLE みんなのギャラリー
松山
tkr.mt.ggg.3632@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。


