
　

２　月　１～１０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

1日（金） 9:00 12:00 手話勉強会 あつまるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

当日参加可・事前
連絡要

無料

13:15 14:45 子どもと楽しむ英語絵本を読む会 おどるスタジオ
英語多読教室
☎070-3245-9123

事前募集 1,000円／組

2日（土） 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
☎090-1101-1586

事前募集・当日参
加可

500円

①10:00
②14:00
③17:00

カイロプラクティックセミナー あつまるスタジオ
日本カイロプラクティック連合会
☎058-253-7500（岡部）

事前募集・当日参
加可

1,000円

10:30 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

10:30 16:00 ぎふまちづくり「改善」大賞　候補事例発表会＆公開選考・表彰式 かんがえるスタジオ
ぎふまちづくり「改善」大賞実行委員会
ceip-machi@gifu-u.ac.jp
☎058-293-2445

当日参加可・見学
自由

無料

13:30 17:30 ☆BELLE ETOILE（ベルエトワール）☆～貴方が輝くためのご提案～ つながるスタジオ
ベルエトワール
☎080-1568-7553

事前募集・当日参
加可・見学自由

無料

14:00 15:30 岐阜特別支援学校地域支援センター「特別支援公開講座Ⅲ」 みんなのホール
岐阜特別支援学校地域支援センター
☎058-239-2821

事前募集・空きあ
れば当日可

無料

14:30 16:00 シリアを知ろう おどるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集
500円（賛助会員無
料）

3日（日） 9:00 17:00 伊勢湾流域圏の再生シンポジウム かんがえるスタジオ
長良川市民学習会
☎090-1284-1298

当日参加可 無料

10:00 11:00 ぎふライブラリークラブイベント「並木道読書会」
2階　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

10:00 12:00 「世界にひらく窓」第６回 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

10:00 12:00 定例がやがや会議 協働のへや
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日参加可 無料

13:00 15:00 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

13:30 14:30 災害に備える親子減災教室 つながるスタジオ
NPO法人　大和Company
info@yamatoco.org（鈴木）

当日参加可・見学
自由

無料

14:00 16:00 ハッピー子宝教室 あつまるスタジオ
ひまわり接骨院
☎058-234-3323

事前募集・当日参
加可

無料

4日（月） 10:10 11:45 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
http://mommyshug.peewee.jp

事前募集・見学自
由

１回800円・6回チケッ
ト4,000円

※蔵書点検の
ため図書館は

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1,500円～

休館です
①10:30
②13:00

①12:00
②14:30

市民健康講座 かんがえるスタジオ
トータルサポート健康推進課
☎090-5878-2999

事前募集・当日参
加可・見学自由

無料

5日（火） 10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座　現代文学講座 かんがえるスタジオ
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

※蔵書点検の
ため図書館は

10:00 13:00 現実創造のしくみ　ＤＶＤ鑑賞会 つながるスタジオ
竹内
☎058-274-6895

事前募集 1,500円

休館です

10:30 11:30 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・当日参
加可

初回1,000円

13:00 15:00 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
http://gifuscdc.main.jp
☎058-262-1656

見学自由 無料

15:00 20:00 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　ラムールL'amour
☎090-6595-4195

事前募集
フラワーアレンジメン
ト3,500円・プリザーブ
ドフラワー4,500円

6日（水） 9:00 12:00 邦楽・三味線　奏の会 あつまるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366

見学自由 無料

※蔵書点検の
ため図書館は

10:00 11:20 ベビーマッサージ つながるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 1,000円

休館です
10:00 11:20 ベビーマッサージ つながるスタジオ

ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 1,000円

13:30 14:30 骨盤ボディメイクレッスン おどるスタジオ
インストラクターaco
hb_base_aco@yahoo.com

事前募集 初回1,000円

17:30 19:00 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

18:30 20:30 ドイツ語講座 あつまるスタジオ
岐阜日独協会
☎058-387-4596

関係者

7日（木） 10:00 11:00 キレイなママをつくる。ピラティスレッスン おどるスタジオ
yuri
☎090-4118-1369

事前募集・当日参
加可・見学自由

1,000円

※蔵書点検の
ため図書館は

10:00 11:30 片づけ交流会 かんがえるスタジオ
岐阜友の会
☎090-3301-3202（松本）

事前募集 100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（祝日と重なる場合は翌日） 及び 

年末年始（12/31～1/3） 
 

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 
 
 

お問い合せ先  

２月１７日（日）まで   

「メディコス ロゲイニング」 
開催中です♪ 

みんなで参加してね♪ 

チェックポイントで写真撮影 撮影した画像が通過証明 2月16日・17日特別ブースで 

画像を確認して景品をゲット♪ 

▲
 

▲
 



　

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

休館です
10:30 11:30 ベビーマッサージ教室 あつまるスタジオ

ベビーマッサージ教室ペペロミ
goto.2525@jade.plala.or.jp

事前募集・当日参
加可・見学自由

700円

12:30 13:30
ロコモ予防軽体操30分＋自宅でもできるストレッチ
＜バランスボールストレッチも有り＞

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　ミカ（藤田）
uchimika8739@gmail.com

事前募集・空きあ
れば当日可

お一人様1,500円

13:30 15:00 市民オープンセミナー「IOT・AI　で変わる社会」 かんがえるスタジオ
岐阜インテリアコーディネータークラブ（小
川　雅美）
☎090-6767-6520

事前募集・当日参
加可・見学自由・
一般可

無料

19:00 21:00 仏教ってなに？ かんがえるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

事前募集・当日参
加可・見学自由

無料

8日（金） 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・空きあ
れば当日可

1,000円

※蔵書点検の
ため図書館は

10:30 12:30 愛する力を身につける講座 あつまるスタジオ
ママエイド事業部
☎090-1474-6312（佐藤）

当日参加可 500円

休館です

13:00 15:00 荒井水墨画サークル かんがえるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

13:30 14:30 体の中からきれいになろうフラダンス おどるスタジオ
体の中からきれいになろうフラダンス
☎090-3887-3700（大熊）

当日参加可 800円

13:30 15:30 職場の健康づくりセミナー みんなのホール
岐阜市健康増進課
☎058-252-7193

事前募集 無料

19:00 21:00 フラメンコサークル 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

9日（土） 10:30 11:30 岐阜の未来をみんなで考えるcafe『稼ぐ公共施設とは？』 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

14:00 おはなし会　小学生むけ 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

14:00 15:30 メディアコスモス新春美術館　記念シンポジウム ドキドキテラス
メディアコスモス新春美術館実行委員会
（岐阜市文化芸術課内）
☎058-214-4973

事前申込不要 無料

18:10 20:30 婚活Cafe Valentine's Day あつまるスタジオ
NPO法人ユメココサポート
☎080-1594-9514

事前募集
男性2,000円・女性
1,000円

13:30 15:40 第23回　合唱アカデミー みんなのホール
岐阜県女声コーラス連盟
☎058-231-7354
☎080-6968-6675

観覧自由 全自由席500円

10日（日） 9:00 12:00 マーティーズインターナショナルキンダー生活発表会 みんなのホール
マーティーズインターナショナルキンダー
☎058-327-9066

観覧自由 無料

10:00 12:00
メディアコスモス新春美術館ワークショップ
「うごく！もぐもぐリスをつくろう！」

かんがえるスタジオ 岐阜市文化芸術課 事前申込要 無料

13:30 15:00 うたごえ広場 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

18:00 21:00
どこかむなしいのはなぜ？ブッダの解き明かした”むなしさ”の心理と
解決とは？

あつまるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

事前募集・当日参
加可・見学自由

無料

～8日（金） 9:00
21:00（8日は

13:00）
「平成30年度岐阜市景観賞」の受賞物件の展示
※表彰式1月30日（水）

ドキドキテラス
岐阜市まちづくり景観課内
「岐阜市景観賞」事務局
☎058-265-3985

観覧自由 無料

～2/8（金） 9:00
21:00（8日は

13:00）
平成30年度岐阜市ユニバーサルデザイン賞展示 ドキドキテラス

岐阜市政策調整課
☎058-214-2039

観覧自由 無料

～17（日）16:00 ～ぎふのええ場所（とこ）巡ろう～メディコス　ロゲイニング
地図配布と景品交換
場所：エントランスホー
ル

ぎふメディアコスモス
☎058-265-4101

参加受付はありま
せん・事前に地図
などを入手し、自
由に巡ってくださ
い

無料

2日（土）～3日
（日）

10:00 18:00 建築パネル展 みんなのギャラリー
ダイワ建設(株)
☎0586-82-0840

観覧自由 無料

9日（土）～24
日（日）

10:00
17:00（入場は

16:30まで）
メディアコスモス新春美術館2019 みんなのギャラリー

メディアコスモス新春美術館実行委員会
（岐阜市文化芸術課内）
☎058-214-4973

観覧自由 無料

毎日（10日は
除く）

10:30 11:45 中国の春節体験 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

火・水・木・金 14:00 14:45
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 19:00 20:30 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 13:15 13:45 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 13:15 13:45 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 15:00 15:45 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 15:00 16:00 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 16:00 16:45 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

火・木（～2/5） 18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅰ あつまるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集・当日参
加可

要問合せ

金(2/1) 18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級EX 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・当日参
加可

要問合せ

平日 10:30 10:50 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
（2日、9日は除

く）
14:00 14:30 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。

※蔵書点検（資料の点検）のため、２階図書館は２月４日（月）～８日（金）臨時休館をいたします。１階は通常通りです。
※塗装工事のため、立体駐車場の屋上階は２月５日(火)～７日(木)使用できません。１、２階は使用できます。
　ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

※景品交換は2/16（土）～17
（日）の10:00～16:00


