
　

１　月　の　催　し　物

住所

開館時間

休館日

お問い合せ先

２　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（木） 10時00分 11時30分 HAIKU　COSMOS（英語俳句の会）
2階　つながる読書
のへや

吉村　侑久代
☎058-252-2768

当日参加可・見学自
由

無料

10時00分 16時00分 ５Ｓリーダー養成講座 あつまるスタジオ
モアズシステム(株)
info@moassystem.com
☎058-264-2257

事前募集 2/17と2日間で52,920円

18時30分 20時00分 外国文化理解講座「Enjoy!!イラン」 おどるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 500円

18時30分 20時30分
ビジネス支援セミナーⅡ「図書館から踏み出そう　起業
成功への道」 第３回「小さな起業を体験する」

つながるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集・空席があ
れば当日参加可

無料

17日（金） 10時00分 11時30分 ベビーマッサージ おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 800円

10時00分 16時00分 ５Ｓリーダー養成講座 あつまるスタジオ
モアズシステム(株)
info@moassystem.com
☎058-264-2257

事前募集 2/16と2日間で52,920円

14時00分 16時00分 第6回　みんなの図書館シアター「そして父になる」 みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申し込み不要
※当日13時からホー
ル前で整理券を配布

無料

13時30分 16時30分 講演会「重要伝統的建造物群保存地区に関する講話」 かんがえるスタジオ
（公社）岐阜県建築士会
☎058-215-9361（伊縫）

見学自由 無料

17時15分 21時00分 今までにない新しい福祉用具の説明・相談会 つながるスタジオ
（一社）TME
☎090-7675-0101

当日受付可 無料

18日（土）
① 9時30分
②11時15分

①10時30分
②12時15分

カルテット幼児教室 つながるスタジオ
magokoro@gmail.com
☎090-4441-9320（山川）

事前募集 2,000円

10時00分 15時00分 市民活動支援事業報告会 ドキドキテラス
市民活動交流センター
☎058-264-0011

事前申し込み不要・
観覧自由

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

13時00分 17時00分 パソコン初級・中級 つながるスタジオ
ヒューマンネットパソコン教室
☎090-8234-2591

事前募集・当日参加
可・見学自由

1時間1,000円

14時00分 16時00分
ビジネスチャレンジ支援講演会
「ミスター牛丼に学ぶ逆境の経営学～吉野家V字回復の
軌跡～」

みんなのホール
産業雇用課
☎058-214-2358

事前募集 無料

18時30分 20時00分 エンディングノート書き方セミナー つながるスタジオ
（一社）相続安心支援センター
☎0120-142-279

事前募集・当日参加
可

無料

19日（日） 10時00分 11時30分 子供倫理塾 あつまるスタジオ
家庭倫理の会　岐阜市
☎090-6584-7447（村山郁子）

事前募集・当日参加
可

無料

10時00分 12時00分 親子の時間講座 かんがえるスタジオ
ココナチュラル
☎090-1098-1672（竹内）

事前募集 5,000円

10時15分 11時45分 お金の貯め方・増やし方（保険編） つながるスタジオ
FPオフィス タムタタン
☎090-2573-3406

事前募集・当日参加
可

3,000円

10時30分 ２がつのおはなし会　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

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

当日参加可・見学自
由

無料

13時00分 15時00分 金華地区で建築散歩 あつまるスタジオ
岐阜市立図書館　分館
☎058-268-1061

事前募集 お茶代800円

14時00分 17時00分 ハンドメイド　リボン＆アクセサリー販売 あつまるスタジオ
大倉
order.made.wedding.ai@gmail.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

ハンドメイドリボン・アク
セサリー500円～

15時30分 17時00分 遊んで学べるアドリブ講座 おどるスタジオ
Rise　Music
info@risemusic.jp
☎090-1989-9250（遠藤）

当日参加可・見学自
由

1,000円

15時30分 19時00分 アフタヌーンパーティー かんがえるスタジオ
NPO法人ユメココサポート
☎090-5110-8147（西村）

事前募集 2,000円

20日（月） 10時00分 12時45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）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

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

13時00分 15時00分 ピヨピヨクラブ あつまるスタジオ
ピヨピヨクラブ
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

13時30分 15時30分
長良川大学講座
「初めての朗読、東京タワーを読んでみよう」

おどるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集・６回すべ
て参加できる方

無料

19時00分 20時30分
みんなの図書館おとなの夜学「信長と美濃薬膳～伊吹
山麓と岐阜をつなぐ薬草文化～」

2階　南東読書ス
ペース（みる・きく
シート奥）

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

21日（火） 10時00分 11時50分
岐阜市読書サークル協議会
平成28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 会員 有料

14時00分 16時00分 社交ダンス・エミ・コスモス おどるスタジオ
社交ダンス・エミ・コスモス
☎090-3857-7292

見学自由・当日参加
可

500円

22日（水） 10時00分 12時30分 「自分のフレーム（枠）を広げよう」 おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747（宇野）

事前募集 3,000円

15時00分 18時00分 第5回　岐阜市スポーツ推進計画検討委員会 かんがえるスタジオ
市民体育課
☎058-214-2370

当日参加可 無料

23日（木） 10時00分 12時00分 病気にならない考え方 かんがえるスタジオ
Gifu Future Projects
☎080-9482-5121（玉置）

当日受付 500円

10時00分 15時00分 ベビーフォト撮影会 あつまるスタジオ
やまきたともか
☎058-372-3378
☎090-4165-6389

事前募集・当日参加
可

参加費4,000円・SNS掲
載OKなら3,000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
MILI MILI HULA STUDIO
☎090-9900-7293

当日参加可・見学自
由

1,000円

18時15分 21時00分 フラダンス おどるスタジオ
アロハの風を感じる会
☎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）

〒500-8076　岐阜市司町40番地5

9時00分～21時00分（中央図書館は20時00分まで）

毎月最終火曜日　及び　年末年始（12/31～1/3）

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（問い合わせ先） 参加形態 料金等

19時00分 20時00分 第2回　Live Symposium　for ”かかりつけ医” かんがえるスタジオ
第一三共(株)
☎058-269-1305

関係者 無料

24日（金） 13時00分 15時00分
岐阜市男女共同参画優良事業者表彰
表彰式・記念講演会

みんなのホール
男女共生・生きがい推進課
☎058-214-4792

事前募集・当日参加
可

無料

13時00分 15時00分 荒井水墨画サークル あつまるスタジオ
荒井水墨画サークル
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

18時30分 20時30分 アドラー心理学に学ぶ幸せな未来のヒント 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

25日（土） 10時00分 11時00分 ポールウォーキングセミナー かんがえるスタジオ
NPO法人なじみのふるさと
☎090-1563-4820

当日参加可 無料

10時00分 12時00分 お絵描き造形セラピー教室＆ママ講座 あつまるスタジオ
カラーサークル
hsunope@yahoo.co.jp（森直子）

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円

10時30分
（10時15分開

場）
11時15分 ０歳からの～　親子ふれあい音楽広場 みんなのホール

(株)松栄堂楽器本店
☎058-265-0481

事前募集 無料

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

事前募集
※定員になりました

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

当日参加可・見学自
由

無料

13時30分 15時30分 子どもと本と遊ぶ日「どうぶつえんづくりをしよう！」 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

15時30分 16時45分 結婚、再婚、晩婚～現代の結婚を考える～ おどるスタジオ
Gifu Future Projects
☎090-1296-3160（萩原）

事前募集・当日参加
可・見学自由

500円（テキスト代）

26日（日） 9時30分 10時30分 ヨガレッスン おどるスタジオ
リフレッシュ＆チャージ
☎090-5638-5268

事前募集・当日参加
可

1,000円

13時30分
(13時開場）

クアドリフォリオビッグバンド
2nd LIVE みんなの森のJAZZコンサート

みんなのホール
クアドリフォリオビッグバンド
shingo.qbb.yamaguchi@gmail.com

当日参加可 無料

13時30分 16時30分 ご当地カフェ　in 岐阜 かんがえるスタジオ
岐阜市民病院　がん診療支援部
☎058-251-1101

事前募集
※定員になりました

13時30分 17時00分
消防署ってどんなとこ？
楽しく学ぼう！外国人市民のための防災体験

おどるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 無料

14時00分 ２がつのおはなし会　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 17時00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

27日（月） 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

13時30分 15時30分
長良川大学講座
「初めての朗読、東京タワーを読んでみよう」

おどるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集・６回すべ
て参加できる方

無料

18時00分 20時30分
協働のまちづくりセミナー「楽しみながらまちの課題解決
をすすめるには？」～暮らしまちづくりの仲間を集めるに
は？

かんがえるスタジオ
市民活動交流センター
☎058-264-0011

事前募集 無料

28日（火）

15日（水）～27日
（月）

9時00分 21時00分 NPO活動パネル展 ドキドキテラス
市民活動交流センター
☎058-264-0011

観覧自由 無料

15日（水）～19日
（日）

9時00分
(15日は14時）

21時00分
（19日は18時）

平成28年度　JA共済
小・中学生書道・交通安全ポスターコンクール作品展

みんなのギャラリー
JA共済連　岐阜
☎058-276-5541

観覧自由 無料

18日（土）～27日
（月）

9時00分
21時00分

（27日は19時）
ぎふ観光フォトコンテスト２０１６ メインエントランス

（公財）岐阜観光コンベンション協会
☎058-266-5588

観覧自由 無料

24日（金）～27日
（月）

9時30分
16時30分

（27日は12時）
第６９回　岐阜市展「少年部」 幼・保・中学校の部
　　　　　　　※小学校の部は３月４日（土）～７日（火）

みんなのギャラリー
学校指導課
☎058-214-2193

観覧自由

火・木
(28日は除く）

18時30分 20時30分 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・当日参加
可

要問合せ

月・水
(27日は除く)

18時30分 20時30分 外国人のための日本語講座　初級Ⅱ 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・当日参加
可

要問合せ

金
(24日は除く)

18時30分 20時30分 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・当日参加
可

要問合せ

毎日 10時30分 11時45分
多文化交流プラザ　春節(中国)イベント
「春節剪紙（切り絵）」＆「春節ぬり絵」

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
（1日、9日、28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

土日
(26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

土 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
(19日、26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

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


