
　

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

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円・ヨガマット持参

9時30分 10時30分 ヨガレッスン おどるスタジオ
リフレッシュ＆リチャージ
☎090-5638-5268

事前募集・当日参加
可

1,000円

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

無料

13時00分 14時00分 子どもと本と遊ぶ日 かんがえるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

13時00分 15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
☎090-1233-6367

当日参加可・見学自
由

無料

14時00分 17時00分 シングルマザーのホッとサロン つながるスタジオ

NPO法人仕事工房ポポロ　シングル
マザーの会
☎058-337-0701（事務所）
☎090-7030-1178（世話人：イワタ）

事前募集・当日参加
可

100円

15時30分 16時30分 夏の初めに送る「ゴスペルミニコンサート」 おどるスタジオ
ゴスペルクラブ「リジョイス」
☎090-6571-9954

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

17時00分 19時00分
長良川アンデパンダン－1965年、岐阜に何が起こった
か？－

かんがえるスタジオ
articulation
☎090-8186-7790

当日参加可 500円

2日（月） 10時10分 11時45分
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時30分 11時30分 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1,500円

13時00分 15時00分 朗読教室 おどるスタジオ
岐阜市立図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

14時30分 16時30分 コンテンツ活用セミナー かんがえるスタジオ
ぎふアニメ聖地連合事務局
（飛騨市役所　地域振興課内）
☎0577-62-8904

事前募集・先着 無料

3日（火） 14時00分 15時30分 平成３０年度　第３回人権学習講座 みんなのホール
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

当日参加可 無料

16時30分 21時00分
フラワーサークル　L'amour（ラムール）・フラワーアレンジ
メント教室

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
生花3,500円・プリザ
4,500円

19時00分 21時00分 朝鮮舞踊練習 おどるスタジオ
朝鮮舞踊サークル　ヒャンギ
☎090-3155-6741

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

4日（水） 9時00分 12時00分 三味線練習 おどるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366（豊臣）

見学自由 無料

10時00分 12時00分 手作り絵本の台本作り つながるスタジオ
村瀬
☎058-239-7396

事前募集 800円（参加費・教材込）

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

12時00分 13時00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

事前募集・当日参加
可・見学自由

3,300円

13時30分 16時30分 経営実践セミナー かんがえるスタジオ
成松祐輔税理士事務所
☎058-262-8822

事前募集 無料

18時00分 20時00分 ヒッポだいだいファミリー つながるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可・見学自
由

無料

19時00分 メディコスアドベンチャー２０１８
開始5分前までにメイ
ンエントランス集合

市民活動交流センター
☎058-264-0011

事前募集・空きあれ
ば当日可

運営費100円

20時00分 20時50分 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

事前募集・当日参加
可

1,000円

5日（木） 10時00分 11時30分 子育てセミナー「生きる力を育てる」 あつまるスタジオ ☎090-6575-3009（中瀬）
事前募集・当日参加
可・見学自由

未会員のみ500円

10時00分 12時00分 スマイル（親育て、子育てサークル・リズム遊び） かんがえるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集・見学自由 無料

10時00分 12時00分 スマイル（親育て、子育てサークル・赤ちゃんマッサージ） つながるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集・見学自由 無料

14時00分 16時00分 やさしいフラとステップアップフラ おどるスタジオ
ミリミリフラスタジオ
☎070-6414-0958

当日参加可・見学自
由

1,000円

18時15分 20時45分 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・見学は無料

18時30分 20時30分
山女子クラブ岐阜校登山教室　第１１回　トラブルにあっ
てしまった時の対処法を学ぼう

つながるスタジオ
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

6日（金） 10時00分 11時30分 豊かな人間関係を築くには～運を引き寄せる生き方～ みんなのホール
公益社団法人スコーレ家庭教育振興
協議会
☎058-231-8892

事前募集 800円・前売500円

10時00分 12時00分 手話勉強会 おどるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

当日参加可・事前連
絡要

無料

10時00分 12時00分 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

12時00分 16時00分 楽しくマヤ歴を学ぼう つながるスタジオ
田玉
maya19mayumi@gmail.com

事前募集 無料

19時00分 21時00分 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

7日（土） 9時00分 10時00分 子供バレエ おどるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

10時00分 11時30分 笑い文字　ありがとう講座 あつまるスタジオ
笑い文字
☎090-2779-1698（國江）

事前募集 3,240円

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

12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

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 

７月１４日（土）～１６日（月・祝） 

みんなの森 ぎふメディアコスモス 

開館３周年！ 



　

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

12時00分
百花繚乱　Vol.5 SAMANYOLU HAFLA Belly dance show
& Hafla

みんなのホール
ネシェべりーダンススタジオ
nese.bellydance@gmail.com

事前募集・空きあれ
ば当日可

前売2,500円・当日3,500
円

①13時30分
②18時30分

①15時00分
②20時00分

浴衣講座 つながるスタジオ
民族衣裳文化普及協会
☎052-265-6646

当日参加可・見学自
由

1回各500円

14時00分 16時00分 子育て・人育てが楽になる♪個性心理學セミナー かんがえるスタジオ
個性心理學研究所・名古屋本部
☎090-9916-3438（長尾）

事前募集・当日参加
可

おひとり様1,000円・中学
生以下無料等

15時00分 17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
☎090-1233-6367（山本）

当日参加可・見学自
由

無料

8日（日） 9時20分 10時35分 ジャイロヨガ つながるスタジオ
山田
gracia24@ezweb.ne.jp

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円・ヨガマット持参

10時00分 11時00分 くすりと健康教室 かんがえるスタジオ
岐阜薬科大学
☎058-230-8100（舘）

当日参加可 無料

10時00分 11時15分 並木道読書会 あつまるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集・当日参加
可

無料

10時00分 11時20分 ベビーマッサージ おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 1,000円

12時00分 13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

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円

14時00分 16時30分 てにておラジオ公開収録
南口正面階段西側

のスペース
てにておラジオ
teniteo.radio@gmail.com

観覧自由 無料

15時30分 17時00分 ラクして身につく！『人生１２０年時代』セミナー あつまるスタジオ
イルチブレインヨガ岐阜スタジオ
☎058-266-7270

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,500円

19時00分 20時00分 神田香織　講談「福島の祈り―ある母子避難の声」 みんなのホール

ぎふサンSUN子ども劇場協議会
gifusunsunkg@yahoo.co.jp
☎058-252-5082（岐阜中部西子ども
劇場内）

事前募集・当日参加
可

全自由席1人2,000円・小
学生以上対象

9日（月） 10時00分 11時20分 ほっぺのお遊び会 かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 １組500円

10時00分 11時00分 「平和の鐘」式典 ドキドキテラス
男女共生・生きがい推進課
☎058-214-4792

当日参加可 無料

10時00分 12時00分 こんなママに愛されたい～幸せママはコミュ上手～ みんなのホール
innovation&Co.
☎090-6803-0633

事前募集・当日参加
可

5,000円

10時10分 11時45分
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時30分 11時30分 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1,500円

15時00分 17時00分 岐阜市人権教育・啓発推進専門委員会　第２部会 おどるスタジオ
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

関係者 無料

19時00分 21時00分 荒井水墨画教室 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日（火） 10時00分 11時50分 読書サークル協議会文学講座 歴史講座 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！ あつまるスタジオ
マミーズハグ
https://mommys-
hug.amebaownd.com

事前募集・見学自由
１回800円・6回チケット
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

10時30分 12時00分 美肌レッスン かんがえるスタジオ
メナードフェイシャルサロン
CANDY MINT
☎058-294-1340（木村）

事前募集・当日参加
可

無料

12時30分 13時30分 スコティシュカントリーダンス おどるスタジオ
有田　典和
☎058-262-1656

見学自由 無料

13時00分 14時50分 読書サークル協議会文学講座　現代文学講座 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

13時30分 15時00分 リウマチさんの学びの集い 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

6月30日（土）～7月
3日（火）

9時30分
20時00分

（3日は12時）
portrait展 みんなのギャラリー

伊藤　茂
☎080-5117-4385

観覧自由 無料

5日（木）～12日
（木）

9時00分
（5日は12時）

21時00分
（12日は15時）

子どもたちに伝える平和のための資料展Ⅰ ドキドキテラス
男女共生・生きがい推進課
☎058-214-4792

観覧自由 無料

月・水 18時30分 20時30分 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 18時30分 20時30分 外国人のための日本語講座　初級Ⅱ 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 18時30分 20時30分 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
（4、18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
（7、14、15、21、22

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

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 14時00分 14時30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

21（土）、22（日） 14時00分 14時30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

毎日 10時30分 11時45分 ワイワイサークルに遊びに来て～ 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

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。


