
　

１１　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（日） 10:00 11:30 住宅ローンセミナー かんがえるスタジオ
岐阜新聞社　クラシド事務局
☎058-264-1158

事前募集・当日参加可 無料

①10:30
②13:30

①12:00
②15:00

子供ロボットプログラミング大作戦 おどるスタジオ
勉強禁止！子供ロボットプログラミング塾
https://www.roboprojuku.com
☎058-338-0587

事前募集・空きあれば当
日可

2,000円

①13:00
②13:30
③14:00
④14:30

①13:20
②13:50
③14:20
④14:50

えほんフェスティバル2020　ヘンテコなせかい
ワークショップ「ヘンテコメガネでへんしんしよう！！」

2階図書館　児童のグ
ローブ

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

13:30 17:00 ロシア歴史　ロシア語勉強会 あつまるスタジオ
岐阜ロシア文化サロン
☎090-1789-3226

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

14:00 15:00 Kajii　「食器は歌う」コンサート みんなのホール
ぎふサンSUN子ども劇場協議会
☎058-252-5082

事前募集
当日無料・只し事前に会
員登録費要

14:00（受付
13:30～）

15:30 一緒に話そう！防災 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

2日（月） 10:30 11:30 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 参加費1,800円～

3日（火・祝） 10:00 12:00 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
フラワーアレンジメント
3,600円・プリザーブドフラ
ワー4,600円

10:30 12:00頃 暮らしのマネーセミナー／教育資金セミナー かんがえるスタジオ
武市
☎080-7411-1440

事前募集 無料

13:30 15:30 例会 かんがえるスタジオ
岐阜市あけぼの会
☎090-6578-9838（熊谷久子）

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

13:30 16:30 ボディチェック大作戦　シーズン3 つながるスタジオ
諏訪　圭亮
☎090-4268-0105

当日参加可・見学自由 参加費500円

14:00 16:00
第2回シビックプライド講座
「ことばとメディアを武器に。-対話の道具箱としてのメ
ディコス－」

ドキドキテラス
ぎふメディアコスモス
☎058-265-4101

事前募集 無料

①14:00
④14:40

①14:20
④15:00

えほんフェスティバル2020　ヘンテコなせかい
スペシャルおはなし会

2階図書館　おはなしの
へや

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

16:00 18:00 イングリッシュキッズダンス あつまるスタジオ
ユリダンスセンター
☎090-1233-6367

見学自由 無料

4日（水） 9:00 12:00 三味線 あつまるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366

事前募集・見学自由 無料

13:00 16:00 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・見学自由 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）

事前募集・当日参加可・
見学自由

楽譜代・笛レンタル料500
円

18:00 19:30 ヒッポファミリークラブ かんがえるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

5日（木） 10:00 12:00 子育て勉強会スマイル（親子ふれあい遊び、相談） かんがえるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

①10:00
②12:00

①12:00
②15:00

子育て勉強会スマイル
①赤ちゃんマッサージ・②子育て相談

あつまるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 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 体験500円・月謝割有

12:30 13:30
中高年向け　軽体操＆ストレッチ（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
日参加可

1,500円

13:00 16:00 楽笑会　己書　体験会と幸座 かんがえるスタジオ
楽笑会　楽笑元気道場
sumie712@gmail.com
☎090-8545-7290（桂川）

事前募集・当日参加可・
見学自由

初体験1,000円・大人2,000
円・小1,000円・筆ペン貸し
出し販売もあり

20:00 21:00 BLAZE DANCE STUDIO おどるスタジオ
BLAZE
☎090-7952-4991

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

6日（金） 10:00 11:00 いつまでもキレイでいたいママのための運動講座 おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 1,500円

10:00 11:30 手話勉強会 かんがえるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

事前募集 無料

7日（土） 10:00 11:00 家族みんなで♥ベビーマッサージ おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5232-8747

事前募集 1,200円

10:00 15:00 第6回シニアワークフェア 館内および広場
（公社）シルバー人材センター
☎058-240-1245

当日参加可・見学自由 無料

13:00 16:00 イングリッシュキッズダンス つながるスタジオ
ユリダンスセンター
☎090-1233-6367

見学自由 無料

14:00 16:00 大人のためのペーパーリーフアート講座 おどるスタジオ
岩越　昌文
☎090-9896-6078

事前募集・当日参加可・
見学自由

参加費500円

18:30 20:30
米津玄師の「アイネクライネ」から学ぶ、伝わらない孤
独な心とは？

かんがえるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

当日参加可・見学自由 無料

8日（日）
①10:30
②13:30
③16:00

①12:00
②15:00
③17:30

子供ロボットプログラミング大作戦 かんがえるスタジオ
勉強禁止！子供ロボットプログラミング塾
https://www.roboprojuku.com
☎058-338-0587

事前募集 2,000円

11:00 16:00 Not Alone Day
みんなの広場　カオカ
オ

NPO法人コミュニティサポートスクエア
☎090-4792-0628（杉浦）

観覧自由 無料

①11:15
②12:00

①11:50
②12:45

おなか引きしめピラティス　やさしいヨガ おどるスタジオ
RIKA
rk.31.fitness@gmail.com

事前募集・当日参加可 1本800円・2本1,500円

13:00 14:40 ぼくのわたしのショートショート発表会　Vol.6 みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集・Zoom観覧 無料

13:00 16:00 イングリッシュキッズダンス あつまるスタジオ
ユリダンスセンター
☎090-1233-6367

見学自由 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・見学は無料

13:30 15:30 冷えとり健康法・免疫力を上げる おどるスタジオ
冷えとりの店”蚕”
☎090-8132-5846

当日参加可 無料

9日（月）
①10:10
②11:00

①10:50
②11:45

北村サークル
①エアロビクス・②ＺＵＭＢＡ

おどるスタジオ
北村サークル
☎090-3456-3380

事前募集
エアロビクスのみ500円・
ZUMBAのみ700円・両方
参加800円

〒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

10:00 12:00 学研教室　先生との座談会 かんがえるスタジオ
（株）学研エデュケーショナル
☎058-253-9380

当日参加可 無料

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 15:00 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

事前募集
3,000円・SNS等掲載NGの
場合4,000円

20:00 21:00 BLAZE DANCE STUDIO おどるスタジオ
BLAZE
☎090-7952-4991

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

10日（火） 10:30 11:20
Sun Son English♪（0～3才楽しく学ぶ親子えいごクラ
ス）

おどるスタジオ
Sun Son English♪（sae）
sae00329@gmail.com
http://ameblo.jp/33eigo/

事前募集 1,600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
gifuscdc.info@gmail.com

見学自由 無料

11日（水） 10:00 11:00 家庭教育セミナー
おどるスタジオ・あつま
るスタジオ

（公社）スコーレ家庭教育振興協会
☎090-4154-6583（坂井）

事前募集・当日参加可 500円

10:15 11:30 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus かんがえるスタジオ
Sunny Circus　松田友希
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800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・当日参加可・
見学自由

楽譜代・笛レンタル料500
円

18:00 19:30 ヒッポファミリークラブ かんがえるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

12日（木）
10:00（受付

9:30～）
11:30

55歳以上シニア世代の働きたい！を応援します
生涯現役で楽しく生きるために～働き続けるための心
構え～

かんがえるスタジオ
岐阜新聞社
☎058-264-1158

事前募集 無料

10:00 11:50 岐阜市読書サークル協議会　文学講座 みんなのホール
岐阜市読書サークル協議会
☎058-276-6041

事前募集 年額4,000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 体験500円・月謝割有

14:00（受付
13:30～）

15:30
高年齢者雇用アドバイザーが教える！シニア人材雇
用と助成金活用のポイント

かんがえるスタジオ
岐阜新聞社
☎058-264-1158

事前募集 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
☎090-7311-1655（山田）

当日参加可・見学自由 無料

18:15 20:15 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・当日参加可・
見学自由

1,000円・体験は無料

13日（金） 9:30 11:30 学研教室　先生のおしごと説明会 かんがえるスタジオ
（株）学研エデュケーショナル
☎058-253-9380

当日参加可 無料

13:00 15:00 荒井水墨画サークル あつまるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

19:00 20:15 ヨガ つながるスタジオ
A.Yヨガ
ay.yoga@gmail.com

事前募集 1,500円／1回

19:00 20:30 歎異抄の勉強会 あつまるスタジオ
古典を学ぶ会
☎070-1369-7141（三浦）

当日参加可 無料

14日（土）
① 9:30
②10:30

①10:20
②11:20

①Sun Son English♪（しっかり学ぶ園児さんクラス）
②Sun Son English♪（0～3才楽しく学ぶ親子えいごク
ラス）

おどるスタジオ
Sun Son English♪（sae）
sae00329@gmail.com
http://ameblo.jp/33eigo/

事前募集 ①2,500円・②1,600円

10:00 19:00 子供の夢運ぶタクシー
みんなの広場　カオカ
オ

（株）ビギー
☎090-7919-5041

当日参加可
無料・雨天決行・荒天の
場合のみ15日（日）に実施

①10:30
②13:30

①12:30
②15:30

①HTML&CSS体験会・②PHPプログラミング体験会 あつまるスタジオ
勉強禁止！子供ロボットプログラミング塾
https://ichiwaka.internetsysytem.co.jp
☎058-338-0587

事前募集・空きあれば当
日可

無料

11:00 12:00 図書館で音楽を聴きながら　みんなで本を読もう
2階　シビックプライドラ
イブラリー

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集・空きあれば当
日参加可

無料

14:00 16:00 きよまるcafe（がん体験者のおしゃべり会） かんがえるスタジオ
NPO法人わたしのがんnet
きよまるcafe　担当　岡本
kiyoko1207@ccn.aitai.ne.jp

事前募集・当日参加可・
見学自由・がん体験者な
ど

無料

15日（日） 10:00 12:00 ヒッポファミリークラブ　多言語ワークショップ かんがえるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

13:30 17:00 ロシア歴史　ロシア語勉強会 あつまるスタジオ
岐阜ロシア文化サロン
☎090-1789-3226

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

14:00 15:45 健康太極拳 おどるスタジオ
MIWA・BODY・LABO
kyon0168@gmail.com

事前募集・当日参加可・
見学自由

1,800円

14:00 17:00 シンポジウム「よみがえれ長良川2020」 みんなのホール
武藤　仁
☎090-1284-1298

事前募集・当日参加可 資料代500円

18:00 19:30 歎異抄の勉強会 あつまるスタジオ
古典を学ぶ会
☎070-1369-7141（三浦）

当日参加可 無料

18:30 20:30 名著・歎異抄に学ぶ「なぜ生きる」の答え かんがえるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

当日参加可・見学自由 無料

3日（火）～5日
（木）

10:00
3日 18:00
4日 17:00
5日 16:00

第8回　書道パフォーマンス大会（高校生） みんなのギャラリー
岐阜県書作家協会
☎058-398-3303（髙橋）

観覧自由 無料

火（祝祭日・休
館日除く）

13:00 17:00 岐阜市ビジネスチャレンジ支援　経営相談窓口
2階　レファレンスカウン
ター

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料

木（祝祭日・休
館日除く）

14:00 19:30 岐阜市ビジネスチャレンジ支援　経営相談窓口
2階　レファレンスカウン
ター

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料

第4土曜
①10:00
②13:00

①12:00
②18:00

岐阜市ビジネスチャレンジ支援　経営相談窓口
2階　レファレンスカウン
ター

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 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。


