
　

住所

開館時間

休館日

お問い合せ先

４　月　前　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

1日（土） 10時00分 12時00分 親子バレエ おどるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

10時30分 4月のおはなし会　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

13時00分 15時00分 タッピングタッチ体験と認知症予防教室 つながるスタジオ
（一社）認知症予防ネット岐阜
☎090-1099-8549

事前募集・当日参加
可

3,000円

13時30分 15時30分 ル・アヴニール　ピアノ発表会 みんなのホール
ル・アヴニール
☎090-2349-1121（福田）

事前募集・観覧自由 無料

2日（日） 10時00分 17時00分 受け入れ留学生のオリエンテーション あつまるスタジオ
（公財）AFS日本協会岐阜支部
☎080-4372-9423

関係者

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（山本）

当日参加可・見学自
由

無料

13時30分 15時30分 Ｊゴスペルを楽しむ会 かんがえるスタジオ
ゴスペルクラブ「リジョイス」
☎090-6571-9954（河野（こうの））

当日参加可・見学自
由

無料

3日（月） 10時00分 12時00分 合唱とヴァイオリンの練習 つながるスタジオ
トヨダ音楽教室
☎058-264-4622

関係者 無料

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

13時30分 16時30分 骨盤調整体験会 つながるスタジオ
コツバンハッピー
☎080-5825-3939（稲田）

事前募集・当日参加
可

1,000円

14時00分 15時30分 サムソン・ビューティトラストグループ入社式 みんなのホール
サムソン・ビューティトラストグループ
(株)サムソン内
☎058-212-0150

関係者 無料

4日（火） 10時00分 12時00分 合唱とヴァイオリンの練習 つながるスタジオ
トヨダ音楽教室
☎058-264-4622

関係者 無料

5日（水） 10時00分 11時30分 ベビーマッサージ おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 1,500円

10時30分 4月のおはなし会　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

19時30分 20時40分 ゆったりYOGA つながるスタジオ
マイトリーヨガ
☎090-6619-5262（池田）

事前募集・当日参加
可

1,500円

6日（木） 12時10分 12時50分 懐紙の使い方と大人のマナー講座 あつまるスタジオ

デリシャスマナーズクッキング＆マ
ナースクール
w.ones.office@gmail.com
☎090-8677-1761

当日参加可
1,000円（懐紙のおみや
げ付）

13時30分 15時30分 フラワーアレンジメントを始めてみませんか？ つながるスタジオ
Le Violette
☎090-7483-9823（岐阜フラワーアレ
ンジメント）

事前募集・当日参加
可

生花3,500円・プリザーブ
ドフラワー4,500円

14時00分 16時00分 やさしいフラとステップアップフラダンス おどるスタジオ
ミリミリフラスタジオ
☎090-9900-7293

当日参加可・見学自
由

1,000円

19時30分 20時30分 フラワーアレンジメントを始めてみませんか？ つながるスタジオ
Le Violette
☎090-7483-9823（岐阜フラワーアレ
ンジメント）

事前募集・当日参加
可

生花3,500円・プリザーブ
ドフラワー4,500円

7日（金） 13時30分 16時30分 パソコン無料体験 あつまるスタジオ
ヒューマンネットパソコン教室
https://humannet-pc.jimdo.com

事前募集・見学自
由・パソコン持込ＯＫ

無料

19時30分 20時30分 郡上踊　おどり方講習会 かんがえるスタジオ
HANAMIZUKI文化協会
☎090-1984-0501（米山）

当日参加可 飲み物代500円

8日（土） 10時00分 11時30分
カンチョーと語ろうシリーズ第1弾「宮沢賢治ってどんなひ
と？」

かんがえるスタジオ 図書館 事前募集 無料

13時30分 19時00分
Ｍ×Ｍ　Ｆｅｓ　ＧＩＦＵ　～まちおこし映画と音楽のフェス
ティバル

みんなのホール
各務原市全国まちおこし映画祭実行
委員会
machi.filmfes@askale.jp

当日参加可
前売1,000円・当日1,300
円

10時00分 12時00分 親子バレエ おどるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

14時00分 4月のおはなし会　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

9日（日） 11時30分 15時30分 オワリヤ楽器発表会 みんなのホール
オワリヤ楽器
☎058-265-2366

観覧自由 無料

13時00分 15時00分 JICAボランティア「体験談＆説明会」 かんがえるスタジオ

（公社）青年海外協力協会　中部支
部
☎052-459-7229
chubu-bosetu@joca.or.jp

当日参加可・見学自
由

無料

14時00分 16時30分 ダンカンダンスを体験してみませんか？ おどるスタジオ
メアリー佐野
☎080-6596-5390

事前募集・当日参加
可

2,000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15分 17時00分 映画「クロスロード」無料上映会 かんがえるスタジオ

（公社）青年海外協力協会　中部支
部
☎052-459-7229
chubu-bosetu@joca.or.jp

当日参加可 無料

10日（月）
①10時00分
②13時00分

①11時30分
②14時30分

女性と骨盤のおはなし あつまるスタジオ
岡部　舞子
☎090-7609-3135

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

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

13時30分 15時30分 食育の和・話・輪・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・見学自由

500円

11日（火） 17時30分 19時30分
ボーカロイド・アニメソング　100曲プロジェクト：うたおみ
んなで：うた倶楽部『Silent Majority』

つながるスタジオ
ぎふの森学園
☎090-5039-8989（加藤）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

12時10分 12時50分
何かを始めたい方へ　地域や会社で活躍できる「講師」
になってみませんか？　講師養成プレ講座

あつまるスタジオ

デリシャスマナーズクッキング＆マ
ナースクール
w.ones.office@gmail.com
☎090-8677-1761

当日参加可 テキスト代500円

〒500-8076　岐阜市司町40番地5

9時00分～21時00分（中央図書館は20時00分まで）

毎月最終火曜日　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



　

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日（水） 10時30分 12時00分 美文字レッスン（学びま書（しょ）、遊びま書（しょ）） あつまるスタジオ
瑛泉書の会
eisen.kawaguchi@gmail.com
☎090-2687-6583

事前募集・当日参加
可・見学自由

2,000円

10時00分 15時00分 荒井水墨画サロン つながるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

13日（木） 10時00分 11時30分 なごみCafe あつまるスタジオ
家庭倫理の会　岐阜市
☎090-6584-7447（村山郁子）

事前募集・当日参加
可

未会員500円

10時30分 11時30分 バランスボールエクササイズ おどるスタジオ
体力メンテナンス協会（Miwa)
☎050-3568-8369

事前募集・見学自由 1,500円（初回1,000円）

13時30分 15時00分 オレンジカフェ かんがえるスタジオ
岐阜市地域包括支援センター中央
北
☎058-213-0128

当日参加可 100円

18時30分 20時30分 毎月２木６３０集まって情報交換会 つくるスタジオ
市民活動交流センター
☎058-264-0011

当日参加可 無料

14日（金） 10時00分 12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
☎090-9900-7293

当日参加可 1,000円

13時00分 15時00分 荒井水墨画サロン あつまるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

18時30分 20時00分 市民活動支援事業説明会 つくるスタジオ
市民活動交流センター
☎058-264-0011

当日受付 無料

15日（土） 10時00分 12時00分 親子バレエ おどるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

10時30分
4月のおはなし会　わらべうたおはなし会（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

13時00分 15時00分
ど素人さんのためのiDeCoセミナー～公的年金のホント
の話と上手に自分年金を作る方法～

かんがえるスタジオ
確定拠出年金相談ねっと
https://goo.gl/1GmlkV
☎090-4593-3036（青山創星）

事前募集 無料

13時00分 16時00分 女性活躍推進セミナー　自分らしい未来をつくる おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 3,000円

13時30分 15時00分 市民活動支援事業説明会 つくるスタジオ
市民活動交流センター
☎058-264-0011

当日受付 無料

13時30分 15時00分
高齢者対象の生活セミナー「空き家の相続と活用の仕
方」

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

16時10分 16時50分
何かを始めたい方へ　地域や会社で活躍できる「講師」
になってみませんか？　講師養成プレ講座

あつまるスタジオ

デリシャスマナーズクッキング＆マ
ナースクール
w.ones.office@gmail.com
☎090-8677-1761

当日参加可 テキスト代500円

19時20分 20時40分 リラックスヨガ つながるスタジオ
yoga mukű
yogamukuu@gmail.com

事前募集 初回500円／1,200円

3月29日～4月9日
まで

9時00分 21時00分 信長公書道コンクール表彰作品展示 ドキドキテラス
信長公450プロジェクト推進課
☎058-231-0450

観覧自由 無料

5日（水）～10日
（月）

10時00分
17時00分

（10日は16時）
轍（わだち）展 みんなのギャラリー

轍
☎090-3951-9784（横山寿美子）

観覧自由 無料

11日（火）～17日
（月）

9時00分
（11日は15時）

21時00分
（17日は15時）

障がい者理解啓発イベント及び世界自閉症啓発デー
記念作品展

みんなのギャラリー・
ドキドキテラス

障がい福祉課
☎058-214-2138

参加自由 無料

月・水
(3日は除く）

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
(6日、11日、13日、

25日は除く)
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

4
毎日

（25日は除く）
10時30分 11時45分

多文化交流プラザ　イースターイベント
「エッグハント＆ペイント」

ワイワイサークル
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

当日参加可 無料

火・水・木・金
(25日は除く)

14時00分 14時45分
言語かふぇ
（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

当日参加可 無料

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

当日参加可 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

当日参加可 無料

日 15時00分 15時45分 外国人のための日本語かふぇ ワイワイサークル
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

当日参加可 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。


