
　

7　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

1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

10:15 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 16:30 「ココロクラフト　展示会」 かんがえるスタジオ
ココロクラフト
☎058-333-1074

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）

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・空きがあれば当
日可

1,000円

2日（土） 9:30 13:30 産後ドゥｰラ☆プランニング祭り あつまるスタジオ
岐阜産後ドゥーラの会
☎090-2183-3640（小川溶子）
doula.gifu.ykogawa@gmail.com

事前募集・空きあれば当日
可

産後プランニング1,000円
産後手帳1冊100円

16:00 18:00 親子フラダンス体験会 おどるスタジオ
カノホナハウオリフラスタジオ
前野☎090-6586-6668

事前募集＆空きがあれば
当日可

無料

18:00 19:00 フラダンスで楽しく健康と美を手に入れよう おどるスタジオ
カノホナハウオリフラスタジオ
前野☎090-6586-6669

事前募集＆空きがあれば
当日可

無料

18:00 19:15 「Shadow　Kingdom　影の王国」舞台鑑賞例会 みんなのホール
ぎふ子ども劇場
☎e‐mail　gifuchubunishi.kg@gmail.com
☎058-252-5082

事前募集・空きあれば当日
可
入会手続きが必要です

会費1,300円
入会金300円

18:00 20:00 第37回岐阜お城研究会 かんがえるスタジオ
岐阜お城研究会
gifu-oshiro@is-webs.com

事前募集・空きあれば当日
可

500円

3日（日） 10:00 10:45 ノルディック・ウォークを体験してみませんか！！ おどるスタジオ
全日本ノルディック・ウォーク連盟
☎090-4856-0889（三尾）

事前募集＆空きがあれば
当日可

ポールレンタル料500円

10:00 15:00 ワンコイン家族写真撮影会 あつまるスタジオ
写真家　久保倉　千明
info@semmei3.com

事前募集 500円

10:00
12:00

受付9:45
目からウロコの住宅購入テクニック
家づくり勉強会

かんがえるスタジオ
おうちの買い方相談室岐阜
☎0120-220-720

事前募集 無料

13:15 14:45 ヒプノ・リラクゼーション つながるスタジオ
Natural Colors
natural.coiors8@gmail.com

事前募集 500円

17:15 18:45 コンテンポラリーダンスレッスン おどるスタジオ
タキセマイ
dancepeach659@gmail.com

事前募集＆空きがあれば
当日可

2,000円

①11:15
②12:00

①11:50
②12:45

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

4日（月） 9:30 10:15 60歳からの健康づくり教室シニアバランスボール 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
参加費1,000円（別途ﾎﾞｰﾙﾚ
ﾝﾀﾙ代）

10:30 11:30
産後バランスボールクラス（子育中の運動不足解
消！！）

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 参加費1,800円～

10:30 13:00 ユング心理学でもっとHAPPYになろう つながるスタジオ
心理セラピーさふよし
☎080-2612-9001

事前募集・空きあれば当日
可

1,000円

13:00 15:00 フラワーアレンジメント おどるスタジオ
フラワーサークルL'amour（ラムール）
☎090-6595-4195

事前募集
フラワーアレンジメント3,600
円

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅱ あつまるスタジオ
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）

5日（火） 9:00 16:00 楽笑会 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

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスのレッスン おどるスタジオ
岐阜スコティシュカントリーダンスクラブ
http:gifuscdc.main.jp
e-mail:gifuscdc.info@gmail.com

関係者 無料

14:00 15:30 令和4年度人権学習講座Ⅲ みんなのホール
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119（直通）

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 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）

6日（水） 9:00 12:00 三味線練習 つながるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366

見学自由 無料

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（かどやのぶこ）

事前募集・空きあれば当日
見学可

4月入会時4,000円

13:00 16:00 フラワーアレンジメント あつまるスタジオ
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 つながるスタジオ
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

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅱ あつまるスタジオ
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）

19:00 20:30 志門塾長森校　夏期講習説明会 みんなのホール
志門塾長森校
☎058-259-3088

関係者 無料

19:00 21:00 フラワーアレンジ 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

7日（木） 10:00 12:00 水彩画教室 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 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500円・月謝割有り

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

14:30 15:30
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

16:00 18:00 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

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）

予約不要 1,000円・体験は無料

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）

8日（金） 10:00 12:00 子育て勉強会カンガルー　親子ふれあい遊び、相談 かんがえるスタジオ
カンガルー
☎090-3293-0482(湯浅)

事前募集 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

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

15:15 16:30 体の中からきれいになろう　フラダンス おどるスタジオ
大熊
☎090-3887-3700

事前募集＆空きあれば当
日可

500円　貸スカートあり

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）

①10:00
②11:00

①1200
②14:00

子育て勉強会カンガルー　①赤ちゃんマッサージ、講
和、相談　②講話、相談

おどるスタジオ
カンガルー
☎090-3293-0482(湯浅)

事前募集 無料

9日（土） 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

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 20:00 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 無料

10日（日） 10:30 11:30
0才～未就学のおともだちあつまれー!!
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

500円

①12:15
②13:00
③13:55

①12:50
②13:45
③14:40

①バレトン　②ZUMBA　③初中級エアロ 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
3本2,000円

11日（月） 10:00 12:10 ハートのサプリ講座 あつまるスタジオ
特定非営利活動法人ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 3,300円

10:30 11:30 産後バランスボール つながるスタジオ
さゆり産後ケア
s3.sangocare@gmail.com

事前募集・見学自由 参加費1,800円～

10:30 12:30 ワタシスクール　第2回　ワタシを癒すコーヒー講座 かんがえるスタジオ
ぎふママカレッジ
gifumamacollege@gmail.com

事前募集
全6回　会員5,000円、一般
6,000円

15:30 17:00
岐阜市超短時間雇用創出事業シンポジウム「超短時
間雇用って何？」

みんなのホール
岐阜市超短時間ワーク応援センター
☎058-215-8280（大原、内藤、加藤）

関係者、事前募集 無料

18:00 21:00
サニーサイドインターナショナルスクール"Most　likely
to succeed"

かんがえるスタジオ サニーサイドインターナショナルスクール 関係者 無料

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅱ あつまるスタジオ
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）

12日（火） 10:00 11:50 歴史講座 みんなのホール
岐阜市読書サークル協議会
☎058-237-4237（門屋（かどやのぶこ）

事前募集・空きあれば当日
見学可

4月入会時4,000円

10:00 13:00 毎日の生活(岐阜友の会） つながるスタジオ
岐阜友の会
t.satomi0001@gmail.com

関係者 無料

10:30 11:30
0才～未就学のおともだちあつまれー!!
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

500円

10:30 14:00 あかちゃん撮影会 あつまるスタジオ
やまきた ともか
☎058-372-3378（山北）

事前募集・空きあれば当日
可

3,000円
SNS等へ掲載不可の場合
4,000円

13:00 14:50 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（かどやのぶこ）

事前募集・空きあれば当日
見学可

4月入会時4,000円

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスのレッスン おどるスタジオ
岐阜スコティシュカントリーダンスクラブ
http:gifuscdc.main.jp
e-mail:gifuscdc.info@gmail.com

関係者 無料

13:00 17:00 フラワーアレンジメント つながるスタジオ
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）

13日（水） 10:00 13:00 断捨離セミナー あつまるスタジオ
いとお
danshari2022gifu@gmail.com

事前募集 500円

10:30 11:30 Let's enjoy リトミック！ おどるスタジオ
ふくち　音楽教室
kayoko007@hotmail.com

事前募集 2,000円

19:00 19:50 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

14日（木） 10:00 12:00 水彩画教室 あつまるスタジオ
水絵会
☎090-4259-9654

見学自由 無料

10:30 11:30 朝ヨガベーシック 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

13:00 15:00 写真教室、7月例会 あつまるスタジオ
日本リアリズム写真集団　岐阜支部
☎090-3154-2546（廣田一雄）

予約不要 無料

13:30 15:30 退職公務員連盟　女性部「交流の広場」 みんなのホール
岐阜県退職公務員連盟
☎058-229-2440（山口）

関係者 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

見学自由 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）

予約不要 1,000円・体験は無料

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）

15日（金） 10:00 13:00
思考の整理からはじめる　片づけ
ライフオーガナイザー入門講座

つながるスタジオ
伊藤
c.hchiha37@gmail.com

事前募集 3,300円

10:30 12:00 ぎふママ子育てサロン おどるスタジオ
NPO法人こどもトリニティネット
☎090-4218-4740
kodomo.tn@gmail.com

事前募集・空きあれば当日
可

一組500円

14:00 15:00 ドコモ出張スマホ教室 あつまるスタジオ
ドコモショップ岐阜加納店
☎0120-577-860

事前募集・空きあれば当日
可

無料

14:00 16:00
岐阜県外国人留学生県内就職促進事業企業向けセミ
ナー

かんがえるスタジオ

岐阜県商工労働部産業人材課
外国人留学生県内就職促進事業運営事務局
Man to Man Animo株式会社
☎058-215-5511

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）

2022/7/2（土）
～7（木）

9:00
17:00

7日は15:00
まで

第4回ぎふ水墨画展 みんなのギャラリー
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

観覧自由 無料

2022/7/9（土）
～13（木）

10:00 19:00 パネル展　よみがえれ長良川2022 みんなのギャラリー
よみがえれ長良川実行委員会
☎090-1284-1298（武藤）

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。


