
　

５　月　２１～３１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

21日（火） 10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座　歴史講座 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

10:30 11:30 ママヨガ つながるスタジオ
yuju yoga
☎090-4448-7675（村田）

事前募集・当日参
加可・見学自由

初回1,000円

10:30 11:30 中高年向け（男女）軽体操＆全身スッキリストレッチ 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　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

12:00 13:00 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

事前募集・当日参
加可・見学自由

3,300円

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスの練習 あつまるスタジオ
岐阜スコティシュカントリーダンスクラブ
gifuscdc.main.jp
☎058-262-1656

見学自由 無料

19:30 20:30 ユキヨガレッスン おどるスタジオ
後藤　裕
☎090-2684-3458

当日参加可 1,000円

22日（水） 10:00 11:30 ぞうさんクラブ研修会 みんなのホール
岐阜市防犯・交通安全課
☎058-214-4964

関係者

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

10:30 11:30 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
☎090-1782-0213

事前募集 初回1,000円

10:30 13:30 ～天然の香り体験～ つながるスタジオ
art-salon凛華
☎090-7319-2829

当日参加可・見学
自由

無料

12:00 14:00 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

材料費（お花代）・飲
み物代3,500円

13:00 16:00 岐阜県空き家管理業協会総会・研修会 あつまるスタジオ 岐阜県空き家管理業協会 関係者

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

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

19:00 20:30
名著、歎異鈔から学ぶ～他人の評価に振り回されることのないブ
レない心の軸とは？

つながるスタジオ
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

23日（木） 10:30 11:30 ママのためのヨガ あつまるスタジオ
ぎふママカレッジ
gifumamacollege@gmail.com

事前募集・見学自
由

500円

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

19:15 20:05 ヨガレッスン つながるスタジオ
リフレッシュ＆リチャージ
☎090-5638-5268へSMをください

事前募集 1,500円

24日（金） 10:00 11:30 ぞうさんクラブ研修会 みんなのホール
岐阜市防犯・交通安全課
☎058-214-4964

関係者

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

事前募集・空きあ
れば当日可・見学
自由

1,000円

13:00 14:00 女性の美と健康をつくる！ピラティスグループレッスン おどるスタジオ
ダイヤモンドピラティス
☎090-4118-1369

当日参加可 1,000円

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

関係者 無料

19:00 20:45 ニューハレテーピング講習会 あつまるスタジオ
馬渕　裕子
yuyuyuyuyuko426yu@gmail.com

事前募集
受講料+教材費3,500
円

13:30 14:30 篠笛の体験 あつまるスタジオ
現代邦楽会　みさと笛岐阜雅の会
misato253310@gmail.com
☎090-3952-2886

事前募集・当日参
加可・見学自由

500円

25日（土） 10:00 11:00 みんな　de　えほん おどるスタジオ
ハッピー・ハーモニー
happyharmony4gifu@gmail.com

事前募集・当日参
加可・見学自由

100円

10:00 13:00 カードゲーム「限界都市」体験会 つながるスタジオ
ゲーム限界都市実行委員会
☎090-1820-9366

当日参加可・見学
自由

無料

10:30 11:30 市政報告・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

見学自由 無料

13:30 17:00 Gifu WordPress Meetup #10 あつまるスタジオ
Gifu WP Meetup
gifuwpmeetup@gmail.com

事前募集・空きあ
れば当日可・見学
自由

無料

16:30 19:00 ほたるまつり
みんなの広場　カオカ
オ・ドキドキテラス

ほたる協議会
0yp388121g63g82@ezweb.ne.jp

当日参加可・見学
自由

無料

17:30 19:30 カードゲーム限界都市の体験会 あつまるスタジオ
（一社）Do If Yourself
☎090-1820-9366

事前募集 500～3,500円

19:00 20:30 「交通革命の歴史と、幸福実現党の考える未来ビジョン かんがえるスタジオ
幸福実現党岐阜県本部
☎080-3755-9918（曽我・野澤）

当日参加可・見学
自由

300円

26日（日） 9:00 13:00 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・当日参
加可

無料

9:20 10:35 ジャイロヨガ あつまるスタジオ
山田
gracia24@ezweb.ne.jp

事前募集・当日参
加可・見学自由

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

12:00 16:30 第63回筑前琵琶岐阜旭会定期演奏会 みんなのホール
中島旭堂
☎058-246-1876

見学自由 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

〒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  



　

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

13:15 14:45 HITキャラクトロジー®心理学子育て入門講座 つながるスタジオ
河野　美帆
rose.bluemoon1109@gmail.ocm

事前募集
1,500円（資料・デ
ザート代）

27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

10:10 11:45
北村サークル（10:10～10:50エアロビクス・11:00～11:45
ZUMBA）

おどるスタジオ
北村サークル
☎090-3456-3380

当日参加可

エアロビクスのみ
500円・ZUMBAのみ
700円・両方参加800
円

10:30 11:30 産後バランスボール あつまるスタジオ
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～

14:00 15:30
幼児教育課キックオフ記念
講師：高橋孝雄氏（慶應義塾大学医学部／小児科医）
演題：子どもの心と知能を育む遺伝子の力・環境の力

みんなのホール
岐阜市幼児教育課
☎058-214-7124

事前募集 無料

19:00 21:00 荒井水墨画教室 つながるスタジオ
荒井水墨画教室
https://araisuibokuga.amebaownd.com

関係者 無料

28日（火）

29日（水） 10:00 12:00 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus つながるスタジオ
Sunny Circus（松田　友希）
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800円

10:00 12:00 子どもと楽しむ　英語絵本を読む会 おどるスタジオ
英語Tadoku教室
☎070-3245-9123

事前募集 1,000円

①10:10
②10:55
③11:50

①10:50
②11:45
③12:45

Let's enjoy リトミック！！ あつまるスタジオ
山本
☎090-5876-1723

事前募集・当日参
加可

800円（親子1組）

13:00 14:00 女性の美と健康をつくる！ピラティスグループレッスン おどるスタジオ
ダイヤモンドピラティス
☎090-4118-1369

当日参加可 1,000円

13:00 15:00 フラワーアレンジメント つながるスタジオ
Le Violette
☎090-7686-9898（白木）

事前募集・見学自
由

材料費（お花代）・飲
み物代3,500円

15:30 18:00 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

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 山女子クラブ岐阜校　安全登山教室 つながるスタジオ
山女子クラブ岐阜校
outdoorbutlers@gmail.com
☎090-8734-2308

事前募集・当日参
加可・見学自由

資料代1,000円

30日（木） 10:30 11:30 ママヨガ つながるスタジオ
yuju yoga
☎090-4448-7675（村田）

事前募集・当日参
加可・見学自由

初回1,000円

10:30 13:00 「オーガナイズの日」　チャリティイベント おどるスタジオ
竹内
☎090-1098-1672

事前募集 無料

13:30 15:30 燦餐の会 かんがえるスタジオ
燦餐の会
☎090-7684-2899（野村）

事前募集・当日参
加可

600円

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

当日参加可 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） 10:30 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

10:30 11:30 ♪心の中を整理整頓♪　カラーセラピー体験会 つながるスタジオ
色彩サロン★カナリヤ
☎050-7115-8028

事前募集 1,000円

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

15日（水）～19日
（日）

10:00
18:00

（19日は16:00）
第72回示現会　岐阜巡回展 みんなのギャラリー

一社）示現会　岐阜支部
☎058-262-3801

観覧自由 600円

20日（月）～24
（金）

9:00
21:00（24日は

17:00）
がん患者支援イベント　リレー・フォー・ライフの活動紹介「SHAKE
HANDS～つなごう命～　愛と笑顔で」

ドキドキテラス
リレー・フォー・ライフ岐阜実行委員会
gifu@rfl-chubu.net
https://relayforlife.jp/gifu/

観覧自由 無料

22日（水）～27日
（月）

10:00
17:00（27日は

15:00）
岐阜轍美術展 みんなのギャラリー

岐阜轍美術会
☎090-3951-9784

観覧自由 無料

30日（木）～6月2
日（日）

9:00
21:00

(最終日は16:00）
～素晴らしきチョークアートの世界～アメイジング　チョークアート
展

みんなのギャラリー
グラフィカルチョーク
☎090-1750-7816（稲川）

観覧自由 無料

月・水 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

火・木（28日は除
く）

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅱ
あつまるスタジオ
※29日はワイワイ
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

金 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

土日祝 10:30 11:45 モーニングイベント「ストラップづくり」 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

月・火・水・木・金
（28日は除く)

※月曜は27日～
14:00 14:45

言語くらぶ
（月曜：ベトナム語、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

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

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

月・火・水・金 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
（26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。

休　　館　　日


