
　

７　月　後　半　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） 10:30 11:30 ママのためのヨガ おどるスタジオ
ぎふママカレッジ
gifumamacollege@gmail.com

事前募集・当日参加可・
見学自由

500円

10:30 11:30 やさしいモーニングヨガ かんがえるスタジオ
DANCE&YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集 1,500円・月謝割有

13:00 15:00 荒井デッサン教室 おどるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

18:10 20:30 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

事前募集・当日参加可・
見学自由

初体験1,000円・大人2,000
円・小人1,000円・筆ペン
貸し出し販売あり

17日（金） 9:00 12:00 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

①10:10
②11:00

①10:55
②11:45

ママとベビーのえいごであそぼ！
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

あつまるスタジオ
マミーズハグ
http://mommyshug.peewee.jp

事前募集
１回800円・6回チケット
4,000円

10:30 11:30
骨盤ボディメイクレッスン
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

おどるスタジオ
インストラクターaco
☎090-1782-0213

事前募集・見学自由 初回1,000円

13:00 14:30 たった1時間で現代の葬儀事情が丸わかり！！ あつまるスタジオ
日本エンディング協会
☎0120-481-743

事前募集・当日参加可 無料

13:30 15:30 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

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

見学自由 無料

19:30 20:30 岐阜環境保護　社会貢献活動ヨガイベント おどるスタジオ
YOGA shantiA
info@yoga-shantia.com

事前募集 1,000円

18日（土） 10:00 11:00 税の使われ方：解説！　みんなの知恵を集めるcafe かんがえるスタジオ
岐阜市議会議員　和田直也
office@wada-naoya.jp

当日参加可・見学自由 無料

19日（日） 10:00 12:00 バイオリン合奏練習 おどるスタジオ
青山バイオリン教室
☎058-262-6941

当日参加可・見学自由 無料

①10:00
②13:00

①12:00
②15:00

よみ、とき。
いえづくりのたのしいところを味わうためのたねひろい
の場

かんがえるスタジオ
積水ハウス（株）
☎058-268-7615（担当：大平）

事前募集・当日参加可 無料

20日（月） 10:00 12:00 荒井デッサン教室 あつまるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由・関係者は当日
参加可

無料

10:00 12:00 ウォーキングレッスン おどるスタジオ
ビューティーグレースエトワール校
☎090-9022-6410

当日参加可・見学自由 3,000円

10:30 12:00 ライフオーガナイズ　ママのための書類整理術　講座 かんがえるスタジオ
伊藤
c.hchiha37@gmail.com

事前募集 2,750円

21日（火） 13:00 14:50 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

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスのレッスン
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

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
gifuscdc.main.jp
gifuscdc.info@gmail.com

見学自由 無料

13:30 15:00
リウマチさんの学びの集い
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

かんがえるスタジオ
（公社）日本リウマチ友の会岐阜支部
☎0584-62-5238

当日参加可 無料

15:00 17:00 スマートフォン教室 かんがえるスタジオ
ソフトバンク西鏡島
☎058-255-5030

見学自由 無料

15:00 17:00 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　ラムールL'amour
☎090-6595-4195

事前募集・見学自由
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

22日（水） 10:00 12:00 会議 or 講座 あつまるスタジオ
わの会母親カウンセラーネットワーク
wanokai39@yahoo.co.jp

当日参加可 非会員500円

10:30 11:30 ママとベビーのワクワクヨガ おどるスタジオ
Angel Ring
☎090-1628-6386（棚橋）

事前募集・空きがあれば
当日参加可

1,000円

13:00 16:00 フラワーアレンジメント かんがえるスタジオ
Le Violette
☎090-7686-9898（白木）

事前募集・見学自由 3,600円

13:30 15:00 ダンボールコンポスト講座 あつまるスタジオ
岐阜市低炭素・資源循環課
☎058-214-2179

事前募集 無料

17:30 19:00 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

23日（木） 10:15 12:30
おさなごはっけんくらぶ
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

あつまるスタジオ
岐阜友の会
gifutomo.iinaa.net

事前募集・当日参加可・
見学自由

300円

10:30 11:30 やさしいモーニングヨガ おどるスタジオ
DANCE&YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集 1,500円・月謝割有

10:30 12:00 暮らしのマネーセミナー かんがえるスタジオ
武市
☎090-9903-9072

事前募集 無料

13:45 15:00 汗だく発散　爽快　ミカ's ブートキャンプ 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 3,000円

14:00 15:30
キッズフラメンコ
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

かんがえるスタジオ
任意団体ハッピー・ハーモニー
happyharmony4gifu@gmail.com

事前募集・当日参加可 1,000円・小学生以上

15:30 20:00 空き家塾 あつまるスタジオ
NPO岐阜空き家・相続共生ネット
☎058-253-5255

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

24日（金）
①10:30
②13:30

①12:00
②15:00

子供ロボットプログラミング大作戦
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

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・空きあれば当
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・関係者は当日
参加可

無料

14:00 16:00
ヒッポファミリークラブ／親子で参加できる多言語ワー
クショップ

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

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

見学自由 無料

25日（土） 13:00 16:00 夏休みスペシャルキッズダンス おどるスタジオ
ユリダンスセンター
☎090-1233-6367

見学自由・体験者は予約
制・オンライン見学自由あ
り

無料・見学または体験希
望の方は連絡先確認有り

14:00 16:00 紙の葉っぱのミュージアム かんがえるスタジオ
岩越　昌文
☎090-9896-6078

事前募集・当日参加可・
見学自由

参加費300円

18:30 20:30 人間関係円満の秘訣！ブッダに学ぶ言葉の力 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

〒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



　

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

26日（日） 10:00 17:00
～めぐみのパパママ相談室プレゼンツ～第2回令和
夏まつり
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

みんなのホール・かん
がえるスタジオ・みんな
の広場 カオカオ

令和イベント実行委員会
mcclover-gifu@yahoo.co.jp

当日参加可・見学自由 無料・体験は有料あり

13:00 14:30 英語で学ぶ絵本の世界 つながるスタジオ
大谷
taniotani@gmail.com

事前募集 無料

13:30 15:30
笑顔で健康
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

あつまるスタジオ
ありがとう感謝ネットワーク
☎090-4260-3877

見学自由 無料

19:30 20:30
サルセーション　レッスン
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

おどるスタジオ
朝倉
☎090-6368-8773

事前募集・当日参加可・
見学自由

700円

27日（月） 9:15 11:15 笑い文字　初級講座 つながるスタジオ
笑い文字
☎090-2779-1698（國江）

事前募集 3,300円

28日（火）

29日（水） 9:10 11:50 楽笑会　己書　体験会と幸座 つながるスタジオ
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・小人1,000円・筆ペン
貸し出し販売あり

10:00 11:30 家庭教育セミナー おどるスタジオ
（公社）スコーレ家庭教育振興協会東海地区
☎058-216-3700

事前募集・当日参加可 受講料500円

10:30 11:20 Sun Son English♪（1～3さいの親子えいご） あつまるスタジオ
Sun Son English♪
sae00329@gmail.com
http://ameblo.jp/33eigo/

事前募集 2,000円

13:30 14:30 みさと笛 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）

見学自由
楽譜代・笛レンタル料500
円

17:30 19:00 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

30日（木） 9:00 13:00 お花の教室 あつまるスタジオ
阿含宗　岐阜道場
☎058-266-8926（酒井・若原）

事前募集・見学自由 1,500円材料費

9:00 16:00 仏教講演会 かんがえるスタジオ
阿含宗　岐阜道場
☎058-266-8926（酒井・若原）

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

10:30 11:30 やさしいモーニングヨガ 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） 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 1,500円

13:10 14:50 英語点訳講習会 つながるスタジオ
れんげ点訳の会
☎058-262-8492（神山）

事前募集・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）

事前募集・当日参加可・
見学自由

1,000円・体験は無料

31日（金） 10:00 11:30 ぎふ産後ケアの日 おどるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会岐阜支部
ぎふ産後ケアの日実行委員会
gifusangocare@gmail.com

事前募集・見学自由 参加費500円

13:00 14:30 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
lunlunsmile8@gmail.com

事前募集・当日参加可・
見学自由

3,500円

19:00 21:00
フラメンコサークル
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

おどるスタジオ
ペアフラメンコサークル　セビジャーナス
pairflamenco@gmail.com

事前募集・当日参加可・
見学自由

1,000円

29日（水）～31
日（金）

10:00（29日
は11:00）

16:00（31日
は15:00）

夏休み子ども人権パネル展
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

ドキドキテラス
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119（内線6371）

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。

休　　館　　日


