
　

１　月　の　催　し　物

住所

開館時間

休館日

お問い合せ先

３　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30分 11時40分 ママヨガ（親子参加） つながるスタジオ
yuju yoga
☎090-4448-7675（村田有華子）

事前募集・当日参加
可・見学自由

初回1,000円

13時00分 17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

13時30分 15時00分 「お口の健康講座」 みんなのホール
高齢福祉課
☎058-214-2090

事前募集 無料

18時00分 20時00分 二胡練習 つながるスタジオ
二胡Bee
☎090-3254-3913

当日参加可・見学自
由

無料

19時00分 20時45分 石見泰介の経営成功学セミナー かんがえるスタジオ
Gifu Future Projects
☎080-3627-9332（野澤）

事前募集・当日参加
可・見学自由

500円

17日（金） 10時00分 12時30分 暮らし方レッスン かんがえるスタジオ
岐阜友の会
☎090-4866-0853（田中）

当日参加可 無料

10時00分 11時30分 長良川大学講座「読み聞かせ教室」
おはなしのへや・親
子のグローブ

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

18時30分 20時00分 音楽セミナー おどるスタジオ
ミネハハ実行委員会
☎090-7676-8337（木田）

関係者 500円

19時30分 20時30分 郡上踊　おどり方講習会 かんがえるスタジオ
HANAMIZUKI文化協会
☎090-1984-0501（米山）

当日参加可 飲み物代500円

18日（土）
13時00分

（12時30分開
場）

15時30分 西川流　子どもの日本舞踊公演 みんなのホール
西川流役員会岐阜支部
☎090-2577-7769（西川かな子）

観覧自由 無料

17時15分 18時45分
平均寿命100歳時代
　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

1,000円（ノート代）

19日（日） 10時00分 11時30分 子供倫理塾 かんがえるスタジオ
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 子どもたちによるバイオリン演奏 おどるスタジオ
青山バイオリン教室
☎058-262-6941（青山）

見学自由 無料

10時00分 12時00分 正しい家の買い方セミナー つながるスタジオ
マイホーム予算診断室（FPバンク
（株））
☎0120-932-776

事前募集・当日参加
可

1,000円

10時00分 17時30分 2017発表会＆スピーチコンテスト みんなのホール
(株)ワールド外語学院
☎058-254-8700（米田）

事前募集・当日参加
可

無料

14時00分 シェア・インターナショナルフェア かんがえるスタジオ
ベンジャミン・クレーム招聘中部委員
会☎052-891-6625

無料

20日（月・祝） 10時00分 シェア・インターナショナルフェア かんがえるスタジオ
ベンジャミン・クレーム招聘中部委員
会☎052-891-6625

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

10時30分 12時30分 ゆらゆら揺れるフラワーボールキャンドル あつまるスタジオ
shoco candle
shoco.c@gmail.com
☎090-9179-0366（春日）

事前募集 2,500円

15時00分 17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

21日（火） 10時00分 11時40分 学研教室　指導者募集説明会 つながるスタジオ
（株）学研エデュケーショナル
☎058-253-9380

事前募集・当日参加
可

無料

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

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
山北友佳
☎058-372-3378
☎090-4165-6389

事前募集・当日参加
可

4000円・SNS掲載OKなら
3,000円

12時30分 14時30分 ハンドメイド　リボン＆アクセサリー販売 かんがえるスタジオ
大倉
order.made.wedding.ai@gmail.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

リボンゴム600円・アクセ
サリー500円～

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

当日参加可・見学自
由

500円

17時30分
（17時開場）

19時00分 UNIVERSE ～ The Dance of Planets ～ みんなのホール
Full House
☎058-252-2435（東山）

観覧自由 無料

22日（水） 13時00分 15時00分 ＜リレシプ＞第11回交流会 かんがえるスタジオ
リレシプ
☎090-7914-4808（林）

事前募集 無料

19時30分 20時45分 ゆったりYOGA つながるスタジオ
マイトリーヨガ
☎090-6619-5262

当日参加可 初回1,000円

23日（木） 13時30分 16時00分 出前入会説明会 かんがえるスタジオ
岐阜市シルバー人材センター
☎058-240-1245

事前募集・当日参加
可

無料

18時00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）

24日（金） 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 メディコスクラブ役員会 つくるスタジオ
市民活動交流センター
☎058-264-0011

当日参加可 無料

25日（土）
①9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
magokoroｈｉｂｉｋｉ@gmail.com
☎090-4441-9320（山川）

事前募集 2,000円

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
☎090-3251-0209

当日参加可 無料

10時00分 12時00分 お絵かき造形セラピー教室＆まま講座 あつまるスタジオ
カラーサークル
☎090-9128-3402

事前募集・当日参加
可・見学自由

親子ペア一組1,000円・
お子さま1人500円

13時15分 15時00分 韓国の伝統である「メドゥプ（組み紐）」の体験教室 つながるスタジオ
（一社）韓日友好修交協会
info@kannichi.or.jp
☎080-3682-1989

事前募集・当日参加
可

1,500～2,500円

〒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

mailto:magokoro@gmail.com☎090-4441-9320（山川）
mailto:magokoro@gmail.com☎090-4441-9320（山川）


　

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

13時30分 15時00分
高齢者のための生活セミナー
「終（つい）の棲家としての老人ホームで楽しく過ごす」

あつまるスタジオ
NPO　Lifeあんしんねっト
☎090-4858-0740（クワバラ）

当日参加可 無料

13時30分 16時30分
長良川の昔とこれから
（第２回市民学習会よみがえれ長良川）

かんがえるスタジオ
よみがえれ長良川実行委員会
☎090-1284-1298（武藤）

当日参加可 無料

16時00分 18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

26日（日） 10時00分 16時00分 第一回　ぎふ櫻フェス
みんなの広場　カオ
カオ

音楽座ぎふ
☎090-1474-2929

当日参加可 無料

13時00分
図書館×中高生コラボ企画
「図書館でYA版おすすめ本リストを作ろう！」

あつまるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

13時00分 16時00分 荒井水墨画サークル おどるスタジオ
荒井水墨画サークル
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

13時30分 15時30分 Book Book 交歓会 ２階　ひだまりテラス
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

13時30分 16時30分 日中春爛漫交流会 かんがえるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 無料

14時00分 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

17時00分 18時00分 初めてのベリーダンス おどるスタジオ
ツバキベリーダンス
tsubakibellydance@gmail.com

事前募集・当日参加
可

1,000円

17時15分 19時45分 EFTセラピー実践講座　第3回 つながるスタジオ
中村　麻美
cinamo39@gmail.com

事前募集 3,800円

27日（月） 9時00分 14時00分 着付・和装文化講習会 かんがえるスタジオ
鈴乃会
☎0574-54-3125

事前募集・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

19時10分 19時50分
何かを始めたい方へ　地域や会社で活躍できる「講師」
になってみませんか？講師養成プレ講座

あつまるスタジオ

デリシャスマナーズクッキング＆マ
ナースクール
w.ones.office@gmail.com
http://www.delicious-manners.com

当日参加可 テキスト代500円

28日（火）

29日（水） 10時00分 11時00分 合唱の練習 つながるスタジオ
トヨダ音楽教室
☎058-264-4622

関係者

19時30分 20時40分 ゆったりYOGA つながるスタジオ
マイトリーヨガ
☎090-6619-5262

当日参加可 1,000円

30日（木） 10時00分 12時00分 合唱とヴァイオリンの練習 つながるスタジオ
トヨダ音楽教室
☎058-264-4622

関係者

13時00分 15時00分 れんげ点訳の会　定例会（点訳講習・会員打ち合わせ） あつまるスタジオ
れんげ点訳の会
☎058-370-0576（重松）
☎090-8136-4508（正田）

見学自由・当日参加
可

無料

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
ミリミリフラスタジオ
☎090-9900-7293

当日参加可・見学自
由

1,000円

18時00分 19時30分 外国人のための日本語講座　面接 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 無料

31日（金） 10時00分 12時00分 合唱とヴァイオリンの練習 あつまるスタジオ
トヨダ音楽教室
☎058-264-4622

関係者

16日（木）～22日
（水）

9時00分
（16日は11時）

21時00分
(22日は17時）

東海環状自動車道のストック効果パネル展 ドキドキテラス
広域事業推進課
☎058-214-4694

観覧自由 無料

17日（金）～22日
（水）

10時00分 18時00分
小栗シゲオ個展
「自然と動物　女性と風景　生命の讃歌」

みんなのギャラリー
小栗　シゲオ
☎058-272-5474

観覧自由 無料

24日（金）～30日
（木）

9時30分 20時30分 20 twenty みんなのギャラリー
代表　津田みなみ
☎090-9177-9370

観覧自由 無料

29日（水）～4月9日
（日）

9時00分 21時00分 信長公書道コンクール表彰作品展示 ドキドキテラス
信長公450プロジェクト推進課
☎058-231-0450

観覧自由 無料

毎日
（28日は除く）

10時30分 11時45分
多文化交流プラザ　イースターイベント
「エッグハント＆ペイント」

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 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
(12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

休　　館　　日


