
　

1　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（問い合わせ先） 参加形態 料金等

4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
☎058-387-0683

事前募集・空きあれば当日可 無料

5日（木） 9:30 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円筆ペン貸出し
いたします、2回目より2,200
円

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

12:30 13:30 シニアのためのケアヨガ
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 15:00 第72回社会を明るくする運動作文コンテスト表彰式 かんがえるスタジオ
岐阜保護観察所
☎058-265-2651

関係者 無料

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

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）

6日（金） 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～

18:00 20:00 伝導瞑想 つながるスタジオ
伝導瞑想
☎090-9926-3651

体験希望可 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）

19:00 20:30 トークイベント「道具とか家とか地域とか」 かんがえるスタジオ
オゼキカナコ
https://tokatoka-gifu.peatix.com

事前募集・空きあれば当日可 700円（参加費）

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
☎090-7020-6148

事前募集・空きあれば当日可 1,000円

7日（土） 13:00 14:30 本気のあそびで、子供の笑顔を作ろう！ つながるスタジオ
㈱エアロクルーズ
小林豊治
☎090-8864-3770

事前募集・空きあれば当日可 1,000円

18:30 20:30 一から分かる仏教講座 あつまるスタジオ
仏教ってなに？
☎090-2147-2753

事前募集・空きあれば当日可 無料

18:30 20:30 多言語体験ファミリー ヒッポファミリークラブ おどるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
kmarikosan@yahoo.co.jp

予約不要 無料

14:00
開場：13:30

15:00 岐農奏 ～岐阜農林高等学校吹奏楽部 演奏会～ みんなのホール
伊佐治 幸代
p33618@gifu-net.ed.jp

関係者 無料

8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
絵画教室メルシー
インスタグラム＠merci_jun

事前募集のみ
初回2,000円
2回目以降3,000円

10:00 17:00
「英語もダンスも楽しく学ぼう！2才～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

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

事前募集のみ 無料

9日（月） 9:00 12:00 つくろう、あそぼう「減災教室トランプ＆ビンゴ おどるスタジオ
（一社）Do It Yourself
☎090-1820-9366

事前募集 無料

9:00 13:00
「英語もダンスも楽しく学ぼう！2才～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

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・空きあれば当日
可、見学自由

無料

9:30 12:30 カルタ大会 おどるスタジオ
（一社）Do It Yourself
☎058-208-2808

関係者 無料

10:15 11:00 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

14:00 15:30 なぜ生きるを歎異抄に学ぶ つながるスタジオ
古典を学ぶ会
☎070-1288-7785

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 あつまるスタジオ
NPO法人わたしのがんnet
kiyoko1207@ccn.aitai.ne.jp（岡本）

事前募集・空きあれば当日可 無料

①10:00
②14:00

①12:30
②16:30

「みんなの学校」上映会 かんがえるスタジオ
（一社）ヒトノネ
☎090-9946-0875

事前募集・空きあれば当日可 1,000円

10日（火） 10:00 11:50 現代文学講座 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 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

12:00 14:00 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

草月流いけ花2,800円、子
どもアレンジ3,400円、モダ
ンいけ花3,200円、フラワー
アレンジメント3,600円、プリ
ザーブドフラワー4,600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
16:10

①初体験
14：15

②経験者
16:00

③子供
16:55

フラダンスの体験会 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 初体験教材費500円

11日（水） 10:00 11:10 食のワンコインセミナー おどるスタジオ
NPO法人　ほっぺの会
☎070-5332-8746

事前募集 500円

10:30 12:45 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

13:00 15:00 フラワーアレンジ 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）

事前募集・空きあれば当日可
500円
（楽譜代・笛貸出料）

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）

12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
～

おどるスタジオ
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 水彩画教室 あつまるスタジオ
水絵会
☎090-4259-9654

見学自由 1回1,000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

12:30 13:30 シニアのためのケアヨガ おどるスタジオ
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 15:00 バレエレッスン かんがえるスタジオ
Mina Ballet Company
中島　未菜
☎090-6765-9551（中島）

事前募集のみ 体験1,000円・見学無料

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

事前募集・空きあれば当日可 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、見学・参加自由 無料

18:15 20:45 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

体験は無料

〒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

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）

13日（金） 10:00 11:00 おさなご発見くらぶ ～乳幼児とお母さんの集まり～ つながるスタジオ
岐阜友の会
☎0575-28-6836
※火・金のみ

事前募集・空きあれば当日可 300円

10:00 11:30
スコーレ親力アップセミナー　子どもを丸ごと受け止める
「プラス思考」の子育て術

かんがえるスタジオ
公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会
☎058-216-3700

事前募集・空きあれば当日可 受講料500円

10:00 12:30 明るい未来を描く ハートのサプリ講座 おどるスタジオ
特定非営利活動法人ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集のみ 3,300円

13:30 15:00 はなまるさろん おどるスタジオ
特定非営利活動法人ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集のみ 1,200円

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

体験希望可 無料

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級EX　修了式 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）

14日（土） 9:30 11:30 無料プログラミング道場 第44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 家族みんなでべビ-マッサージ つながるスタジオ
特定非営利活動法人ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集のみ
一般 2,750円
会員 2,450円

10:30 11:30 楽しく遊んで♪楽しく学ぶ♪0才からの英語教室 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1,000円

13:00 16:00 Gifu　WordPress Meet up ♯53 かんがえるスタジオ
久野晃司
shift.gifu@gmail.com

事前募集・空きあれば当日可 無料

16:30 17:30 リラックスキャンドルヨガ 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

1,500円

18:00 21:00 ギターウクレレ体験会 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

15日（日） 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

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

2023/1/6（金）
～1/8（日）

13:30
8日10:00

15:30
8日12:00

ティーンエイジのためのHIP HOP講座 おどるスタジオ
ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

事前募集 無料

2023/１/7（土）
～1/8（日）

7日12:00
8日10:00

7日16:00
8日15:00

ハッピーぴょんぴょん奇蹟のパネル展 みんなのギャラリー
神霊教
☎052-931-4006

観覧自由 無料

2023/1/10
（火）～1/15

（日）
10:00

17:00
15日16:00

日本画・水墨画　青樹展 みんなのギャラリー
青樹会
☎058-264-2382

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。


