
　

１　月　の　催　し　物

９　月　１５　～　２０　日　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

15日（土） 9時50分 12時40分 ハートのサプリ講座　前に進むスイッチで未来を描く おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 3,000円

10時15分 11時15分 こどもの工作 つながるスタジオ
アトリエI／O
☎080-5105-3886（箕浦）

事前募集 材料費375円

①10時30分
②11時00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

10時30分 12時00分 岐阜市立女子短期大学公開講座 かんがえるスタジオ
岐阜市立女子短期大学
☎058-296-3131

事前募集 1,000円

12時30分 15時30分 第25回　レガート　ピアノ発表会 みんなのホール
レガート
☎090-8863-6258

観覧自由 無料

13時00分 14時30分 岐阜市立女子短期大学公開講座 かんがえるスタジオ
岐阜市立女子短期大学
☎058-296-3131

事前募集 1,000円

13時00分 15時00分 子供バレエ おどるスタジオ
子供バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

13時30分 15時00分 岐阜市立女子短期大学公開講座 あつまるスタジオ
岐阜市立女子短期大学
☎058-296-3131

事前募集 1,000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
☎090-1233-6307

当日参加可・見学自
由

無料

16日（日） 9時20分 10時35分 ジャイロヨガ つながるスタジオ
ジャイロヨガ（山田）
gracia24@ezweb.ne.jp

事前募集・当日参加
可

1,000円

10時00分 12時00分 ぎふライブラリークラブ「世界にひらく窓」 あつまるスタジオ
岐阜市立図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

10時00分 12時00分 バイオリン合奏レッスン かんがえるスタジオ
青山バイオリン教室
☎058-262-6941

見学自由 無料

①10時00分
②12時00分
③14時30分
④16時30分

①11時30分
②13時30分
③16時00分
④17時30分

①ウォーミングアップ＆クールダウン
②コアステップを極めよう　メレンゲ・サルサ編
③コアステップを極めよう　ベリー・タンゴ・フラメンコ・ケブ
ラディータ編
④ZUMBA®　PARTY

おどるスタジオ
(株)JWI
☎0120-13-9680

事前募集 有料

10時30分 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

11時00分 13時00分 女性のためのマネーセミナー つながるスタジオ
宮田
☎090-2340-8796

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

13時00分 14時30分 いつまでも正座のできる膝のケア かんがえるスタジオ
武者小路千家岐阜雅茗会
gamyokaigifu@gmail.com

申込不要 無料

13時00分 15時00分 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
☎090-1233-6307

当日参加可・見学自
由

無料

14時00分 17時00分 「宇宙とつながる家」光の建築家とつくる建築教室 つながるスタジオ
光の建築家
☎090-1746-9943

事前募集 材料費1,000円

17時00分
（16時30分開場）

20時00分 オムニバス映画　プリンセスブルーの生存作戦 みんなのホール
映画制作集団坂本組
gifu.movie.sakamoto13@gmail.com

事前募集・当日参加
可

全自由・上映協力金500
円

17日（月） 10時00分 11時00分 ありのままで自分らしく生きる子のためのエクササイズ おどるスタジオ
にじのわ会
☎090-1746-9943（岩見）

事前募集 500円

10時00分 12時00分 荒井水墨画デッサン つながるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.co
m

見学自由 無料

10時00分 15時00分 おしごとマルシェ かんがえるスタジオ
メナード化粧品北野町代行店
☎070-5337-8901

当日参加可 体験料0～3,000円

13時30分 14時30分 災害に備える子ども減災教室 つながるスタジオ
NPO法人 大和Company
LINE@ @ycd6966u
☎090-5874-6430

当日参加可・見学自
由

無料

18日（火） 10時00分 11時30分 手形・足形アート あつまるスタジオ
クラフト教室＊bloom＊
ameblo.jp/bloom201877/

事前募集・当日参加
可・見学自由

500円

10時00分 11時50分 読書サークル協議会文学講座 古典文学講座 みんなのホール
読書サークル協議会
☎058-247-9362

事前募集
年額4,000円・年12回講
座

10時10分 11時45分 ママとベビーのえいごであそぼ！ つながるスタジオ
マミーズハグ
https://mommys-
hug.amebaownd.com

事前募集・見学自由 １回800円・6回分4,000円

10時30分 11時30分 ココカラ　バランスボール おどるスタジオ
ココカラバランスボール
kokokara.barabo@gmail.com
☎090-4087-6929

事前募集 1,000円

12時30分 14時30分 ベビーとママの美肌レッスン会 つながるスタジオ
ママの働き方応援隊
☎090-2260-9258

事前募集 500円

13時00分 15時00分 スコティシュカントリーダンスの練習 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
☎058-262-1656

見学自由 無料

15時30分 17時30分 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
☎090-6595-4195

事前募集
生花3,500円・プリザ
4,500円

16時00分 19時00分 中高生対象企画　体育の日 かんがえるスタジオ
メディコスクラブ
☎058-264-0011

当日参加可 無料

 

住所      〒500-8076 岐阜市司町40番地5 
 

開館時間   9時00分～21時00分（中央図書館は20時00分まで） 
 

休館日     毎月最終火曜日 及び 年末年始（12/31～1/3） 
 

お問い合せ先   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 



　

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時30分 20時30分 山女子クラブ岐阜校　登山教室 つながるスタジオ

山女子クラブ岐阜校
https://m.facebook.com/yamajyoshic
lubgifu/
☎090-8734-2308（山本）

事前募集・当日参加
可

資料代1,000円

20時00分 21時00分 ピラティスグループレッスン おどるスタジオ
ピラティスルームスミカ
☎080-3628-1771（堀江）

事前募集 1,000円

19日（水） 10時00分 11時30分 家庭教育セミナー あつまるスタジオ
（公社）スコーレ家庭教育振興協会
☎090-1101-1586

事前募集・当日参加
可

受講料500円

①10時30分
②11時00分

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30分 15時00分 美文字＆絵手紙 つながるスタジオ
瑛泉書の会
☎090-2687-6583（河口）

事前募集・当日参加
可・見学自由

2,300円

17時00分 19時00分 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
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

18時30分 20時30分 山女子クラブ登山教室 つながるスタジオ
山女子クラブ岐阜校
http://www.facebook.com/yamajyosh
iclubgifu/

事前募集・当日参加
可

資料代1,000円

18時30分
（18時00分開場）

20時30分 大嶋啓介　出版記念講演会 みんなのホール
大坪
☎090-7914-7288

事前募集・当日参加
可

2,000円

20日（木） 9時00分 13時00分 小さな道の駅
みんなの広場　カオ
カオ

鵜飼
☎090-7302-5339

販売

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

英語俳句の会
☎058-252-2768（吉村）

当日参加可・見学自
由

無料

10時20分 11時35分 市民自主講座　おかあさんのためのいのちと性の教室 あつまるスタジオ
岐阜市生涯学習センター
☎058-268-1050

事前募集・定員に満
たない場合は中止と
なります

1,500円

12時00分 13時30分 ルンルンスマイル　ウォーキングレッスン おどるスタジオ
ルンルンスマイル
lunlunsmile.com

当日参加可・見学自
由

3,300円

13時00分 15時00分 荒井水墨画デッサン あつまるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.co
m

見学自由 無料

13時30分 15時00分 長良川大学講座 みんなのホール
岐阜市立図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

13時30分 15時30分 入会説明会（女性向け） かんがえるスタジオ
（公社）岐阜市シルバー人材センター
☎058-240-1245

当日参加可 無料

18時00分 20時00分 映画「UFO学園の秘密」上映会 かんがえるスタジオ
（宗）幸福の科学
☎058-273-2575（築山泰正）

当日参加可・見学自
由

無料

18時30分 20時00分 官報データベース講習会 つながるスタジオ
岐阜市立図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

19時00分 20時30分 おとなの夜学 南東読書スペース
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

①19時15分
②20時10分

①20時00分
②20時50分

ヨガレッスン あつまるスタジオ
リフレッシュ＆リチャージ
☎090-5638-5268

事前募集 1,000円

11日（火）～15日
（土）

10時00分
（11日は13時）

21時00分（15日は
19時30分)

1999展 みんなのギャラリー
金（金沢）の美（美術）男子たち
☎080-1590-3817

観覧自由・販売あり 無料

16日（日）～18日
（火）

10時00分
（16日は13時）

16時00分 第2回　章の会展（輪の会） みんなのギャラリー
小川満章
☎090-3253-4744

観覧自由 無料

火・水・木・金 14時00分 14時45分
言語くらぶ
（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

予約不要 無料

第3木 19時00分 20時30分 EVENING ENGLISH ワイワイサークル
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

要予約
500円（協会賛助会員：
無料）

第1･2･4･5土日 13時15分 13時45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

予約不要 無料

第3土日 13時15分 13時45分 HELLO! ENGLISH　"BIG KIDS" ワイワイサークル
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

予約不要 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

予約不要 無料

日 15時00分 16時00分 サポート交流ひろば ワイワイサークル
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

要問合せ 無料

日 16時00分 16時45分 外国人のための日本語くらぶ ワイワイサークル
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

予約不要 無料

平日
（5、19日は除く）

10時30分 10時50分 よみきかせタイム
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

土日祝
（1、8、15、16、23日

は除く）
14時00分 14時30分 にゃんこカート にゃん吉のおはなし会

２階　親子のグロー
ブ

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日受付 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。


