
　

５　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（日） 9:00 12:00 バイオリン合奏練習 かんがえるスタジオ
青山バイオリン教室
☎058-262-6941（青山）

見学自由 無料

13:00 17:00 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 「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
きよまるcafe　担当：岡本
kiyoko1207@ocn.aitai.ne.jp

事前募集・当日参加可・
見学自由・対象：がん体験
者

無料

17日（月） 10:00 12:00 荒井デッサン教室 つながるスタジオ
荒井水墨画教室
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

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～

13:15 14:25 Relax yoga あつまるスタジオ
Relax yoga
☎090-4236-1395（わたなべ）

事前募集 1,000円

15:00 18:00 倫理経営講演会 みんなのホール
岐阜市倫理法人会
☎058-329-0515

事前募集・当日参加可 2,000円

18日（火） 10:00 11:50 岐阜市読書サークル協議会　文学講座　歴史 みんなのホール
岐阜市読書サークル協議会
☎058-276-6041（石田）

事前募集 年額4,000円

10:00 12:00 学研教室おしごと座談会＆教育セミナー かんがえるスタジオ
（株）学研エデュケーショナル
☎0120-889-100
☎080-5163-7357

事前募集・当日参加可 無料

13:00 14:50 岐阜市読書サークル協議会　文学講座　古典文学 みんなのホール
岐阜市読書サークル協議会
☎058-276-6041（石田）

事前募集 年額4,000円

①13:15
②14:30
③16:10

①14:15
②16:00
③16:55

フラダンスの練習、体験①入門（未経験者）～初級・②
中級（経験者）・③ケイキ（子供クラス）

おどるスタジオ
アロハナニ
kaleo-ieie@theia.ocn.ne.jp

事前募集・当日参加可・
見学自由

初参加費500円

15:15 18:00 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・モダン生け花
3,200円

19日（水） 9:00 12:00 三味線練習 あつまるスタジオ
三味線奏の会
☎090-7314-8366（松原）

当日参加可 無料

10:00 11:00 スコーレ家庭教育講座 かんがえるスタジオ
（公社）スコーレ家庭教育振興協会
スコーレ東海事務所
☎058-216-3700

事前募集・当日参加可 受講料500円

10:15 11:25 Relax yoga つながるスタジオ
Relax yoga
☎090-4236-1395（わたなべ）

事前募集 1,000円

13:00 15:00 美姿勢レッスン～整える×鍛える～ つながるスタジオ
Wellness calla
☎090-5623-7340（鈴木）

事前募集 3,000円

14:00 15:30
令和3年度　岐阜市人権教育・啓発推進専門委員会
第1回全体会

かんがえるスタジオ
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

関係者 無料

16:00 20:00 空き家塾 かんがえるスタジオ
NPO岐阜空き家・相続共生ネット
☎058-253-5255（名和　泰典）

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

18:00 19:30 ヒッポファミリークラブ つながるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

事前募集・空きあれば当
日可・見学自由

無料

20日（木） 10:00 11:30 子育てセミナー おどるスタジオ
家庭倫理の会　岐阜市
☎090-8670-4096

事前募集・当日参加可・
見学自由

未会員のみ500円

10:00 11:30 おとなの食育レシピ講座 かんがえるスタジオ
ほっぺの会
ほっぺの会HPまたは☎070-5332-8747

事前募集 2,000円

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・ヨガマットはご
持参下さい

体験500円・月謝割有

12:30 13:30
シニアのためのケアヨガ～ヨガで寝たきり＆認知症予
防！～

おどるスタジオ
p.care yoga　いとう
p.careyoga489@gmail.com
☎090-3389-1979

事前募集・見学自由 体験無料・月謝

14:00 16:00 エミコスモス会　社交ダンス おどるスタジオ
エミコスモス会
☎090-3857-7292

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

18:00 21:00 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・小人1,000円・筆ペン
貸し出し販売あり

21日（金） 10:30 12:00 建友会岐阜支部役員会 かんがえるスタジオ
建友会岐阜支部
☎090-2187-5908

関係者

10:30 15:30 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等への写真
掲載不可の場合4,000円

14:00 15:00 出張スマホ教室 かんがえるスタジオ
ドコモショップ岐阜正木店
☎0120-598-511

事前募集・空きあれば当
日可

無料

22日（土）
① 9:30
②10:30

①10:20
②11:20

①Sun Son English♪（4～6才楽しく学ぶ園児さんクラ
ス）・②Sun Son English♪（1～3才楽しく学ぶ親子えい
ご）

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

事前募集 ①2,500円・②2,000円

13:00 17:00 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

18:00 19:00 みんなの知恵を集めるcafe（市政相談会） あつまるスタジオ
岐阜市議会議員　和田直也
office@wada-naoya.jp

予約不要 無料

23日（日） 10:00 12:00 人生100年時代　お金に困らない生き方セミナー かんがえるスタジオ
（株）中広
☎052-433-1602

事前募集 無料

10:00 13:00 勝塾 おどるスタジオ
ハート to ハート
miruki.m.keiraku@gmail.com
☎090-7563-1114（砂川）

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

24日（月） 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～

13:30 17:00 Fshares Trust かんがえるスタジオ
Fshares Trust
☎090-1620-6319（近藤）

事前募集・空きがあれば
当日可

500円

25日（火）

26日（水）
10:15（受付
は10:00～）

12:00頃 暮らしのマネーセミナー
あつまるスタジオ・つな
がるスタジオ

武市
☎080-7411-1440

事前募集 無料

13:00 16:00 フラワーアレンジメント あつまるスタジオ
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 かんがえるスタジオ
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・笛貸出料500円

休　　館　　日

〒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

18:00 19:30 ヒッポファミリークラブ つながるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

事前募集・空きあれば当
日可・見学自由

無料

27日（木） 9:00 11:30 岐阜市更生保護女性会　総会 みんなのホール
岐阜市更生保護女性会
☎090-7954-0637（長谷川）

関係者

10:30 11:20 Sun Son English♪（1～3才楽しく学ぶ親子えいご） あつまるスタジオ
Sun Son English♪（sae）
sae00329@gmail.com
http://ameblo.jp/33eigo/

事前募集 2,000円

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・見学自由 500円

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・ヨガマットはご
持参下さい

体験500円・月謝割有

12:30 13:30
シニアのためのケアヨガ～ヨガで寝たきり＆認知症予
防！～

おどるスタジオ
p.care yoga　いとう
p.careyoga489@gmail.com
☎090-3389-1979

事前募集・見学自由 体験無料・月謝

14:30 15:30 中高年向け　軽体操＆バランスボールストレッチ 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

15:15 16:45 チェスのゲームをしよう つながるスタジオ
EBS　山田
☎090-7311-1655

当日参加可・見学自由 無料

28日（金） 9:00 16:00 楽笑会　己書　体験会と幸座 あつまるスタジオ
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

10:30 11:30 産後ママのバランスボール おどるスタジオ
キラキラバランスボール
sayu.kirakira.balabo717@gmail.com

事前募集 1,800円

15:30 16:20 クイーンズマリーイングリッシュ～子供英語教室～ おどるスタジオ
クイーンズマリーイングリッシュ
yumi@queensmarry.com
☎090-4114-9581（渡邉）

当日参加可・見学自由 体験500円・見学自由

29日（土）
①10:00
②13:00

①11:30
②14:30

美姿勢レッスン～体験会～「骨格リセット教室」 つながるスタジオ
Wellness calla
☎090-5623-7340（鈴木）

事前募集・空きあれば当
日可

1,000円

30日（日） 13:30 16:30 スマホマイスター認定講習会 つながるスタジオ
日本電気通信媒介業協会
☎092-600-4636

事前募集・当日参加可 1,000円教材費

31日（月） 10:00 15:00 チャレンジしよう！ かんがえるスタジオ
縁（えにし）の会
☎090-4089-1256（山下）

事前募集・当日参加可・
見学自由

材料費500円

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 11:30 ギフノコ企画　親子でカラービニパックあそび おどるスタジオ
NPO法人クローバ
npoclovergifu@gmail.om

事前募集 無料

13:15 14:25 Relax yoga あつまるスタジオ
Relax yoga
☎090-4236-1395（わたなべ）

事前募集 1,000円

13:00 14:30 親子で笑顔になる本の読み方講座 つながるスタジオ
楽読岐阜南鴨頭スクール
kamoraku.yasu@gmail.com
☎090-1296-0205

事前募集・空きあれば当
日可

無料

4月30日（金）
～5日（水）

10:00
16:00（5日
は15:00）

2021笑ってる会　絵てがみと水彩画展 みんなのギャラリー
横山
☎090-3951-9784

観覧自由 無料

18日（火）～24
日（月）

9:30 17:00 第28回写真文化協会写真展 みんなのギャラリー
写真文化協会
☎058-273-3547（花房）

観覧自由 無料

26日（水）～31
日（月）

9:00（26日
は12:00）

21:00（31日
は15:00）

JICA活動パネル展 ドキドキテラス
JICA岐阜デスク
☎058-263-8069

観覧自由 無料

27日（木）～31
日（月）

9:00
17:00（31日
は15:00）

書と陶の四人展 みんなのギャラリー
岐阜平和美術展実行委員会
☎0575-28-5177

観覧自由 無料

火（祝祭日・休
館日除く）

13:00 17:00

木（祝祭日・休
館日除く）

14:00 19:30

第4土曜
①10:00
②13:00

①12:00
②18:00

※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。

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

事前予約・当日受付可 無料


