
　

住所

開館時間

休館日

お問い合せ先

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（火） 10時00分 12時00分 女性起業家のためのHP自作講座 おどるスタジオ
女性起業家連盟
potmas15@icloud,com（小野木）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

10時00分 11時50分 平成29年度文学講座　歴史講座 かんがえるスタジオ
岐阜市読書サークル協議会
☎058-247-9362

事前募集 年額4,000円

10時00分 17時00分 Canon Business Solution Fair 2017 みんなのギャラリー
キヤノンマーケティングジャパン（株）
☎052-209-6025

観覧自由 無料

10時30分 11時30分 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・見学自由 700円

13時30分 15時30分 相談・交流会 かんがえるスタジオ
岐阜市あけぼの会
☎058-247-6004

当日参加可 無料

17日（水）
①10時00分
②13時30分

①12時00分
②15時30分

ロイヤルセラピスト協会　×　OLYMPUS　コラボ企画
我が子を可愛く撮ろう！！　カメラ講座

おどるスタジオ
ロイヤルセラピスト協会
www.therapist-
i.co.jp/rtaentry/olympus/

事前募集 5,400円

10時15分 11時30分
ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus（サニーサーカ
ス）

つながるスタジオ
Sunny Circus
sunnycircus.1.2.3@gmail.com
☎080-5116-6991（松田）

事前募集 2,800円

10時30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

13時00分
16時00分（受付15

時30分まで）
美肌ケア講座「おうちエステ」体験会 つながるスタジオ

岡部
☎090-7609-3135

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円

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

18日（木） 10時00分 11時30分 家庭教育セミナー「ほめ上手！しかり上手！」 かんがえるスタジオ
（公社）スコーレ家庭教育振興協会
☎090-1101-1586（今井）

事前募集・当日参加
可

500円

10時00分 11時30分 HAIKU COSMOS
2階 つながる読書の
へや

吉村
☎058-252-2768

当日参加可・見学自
由

無料

10時00分 12時00分 市民野菜づくり講座 みんなのホール
農林園芸課
☎058-214-2079（内線6206）

事前募集 無料

10時30分 12時30分 グルーデコレッスン（アトリエ　カンパニュラ） つながるスタジオ
Atelier Campanula（アトリエ　カンパ
ニュラ）　☎090-2689-6012
amy5126maco2000@yahoo.co.jp

事前募集・当日参加
可・見学自由

体験レッスンの方は
3,500円～

13時30分 16時30分 フォローアップ研修 かんがえるスタジオ
（公財）日本電信電話ユーザ協会
☎058-213-0120

事前募集 1,000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 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

15時30分 17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・見学自由

生花3,500円・プリザーブ
ドフラワー4,500円

18時30分 20時30分
みんなの会社プロジェクト　第１回「いい会社ってなんだ
ろう」

かんがえるスタジオ
（一社）外部PEAP支援協会岐阜支部
☎0120-222-859

事前募集・当日参加
可

資料代1,000円（学生）

19日（金）
①10時00分
②13時30分

JA女子大　JAwing 入学式 かんがえるスタジオ
JAぎふ　生活ふれあい課
☎058-265-3546（川島）

事前募集 無料

10時00分 15時00分 荒井水墨画サークル 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

10時15分 11時45分 姿勢とウォーキングレッスン おどるスタジオ
ポスチュアウォーキング協会
yamada@posturewalking.jp
☎090-6468-1416

事前募集・当日参加
可・見学自由

3,500円

13時30分 15時30分 コツバン・ハッピープログラム習得講座② つながるスタジオ
コツバン・ハッピー
kotuban.happy@gmail.com
☎080-5825-3939

事前募集 受講料6回で28,000円

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 500円・飲料水付き

20日（土） 10時00分 11時00分 ポールウォーキングセミナー かんがえるスタジオ
NPO法人なじみのふるさと
☎090-3251-0209

当日参加可 無料

10時00分 12時00分 親子バレエ あつまるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

10時30分 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

12時00分 13時00分 マックス超念力気功体験会 あつまるスタジオ
大原　弘詩
☎058-265-6974

事前募集・当日参加
可

2,000～5,000円

13時30分 16時00分 平成29年度　滝学園PTA岐阜地区支部会　役員会 おどるスタジオ
稲葉
☎090-8956-7854

関係者 無料

13時30分 16時45分 セミナーと会議（空き家談義） かんがえるスタジオ
NPO法人岐阜空き家・相続共生ネッ
ト
☎058-253-5255

事前募集・当日参加
可

無料

16時00分 18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

当日参加可・見学自
由

無料

19時00分 21時00分 天体観望会
みんなの広場　カオ
カオ

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日参加可 無料

21日（日）
① 9時30分
②11時15分

①10時30分
②12時15分

カルテット幼児教室 つながるスタジオ
magokorohibiki@gmail.com
☎090-4441-9320（山川・24時間以
内に返信）

事前募集 2,000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

13時30分 14時30分 第８回脱メタボ・メタボ予防川柳表彰式 ドキドキテラス
国保・年金課
☎058-214-2083

観覧自由 無料

13時30分 14時30分 認知症サポーター養成講座

14時45分 16時15分 特別講演「スポーツ傷害の予防とコンディショニング」

14時30分 16時00分 戸建賃貸住宅casita（カシータ）無料セミナー あつまるスタジオ
篠田建設(株)
☎058-248-5581

事前募集・当日参加
可

無料

15時10分
わんこカート きらら　のとくべつおはなし会
じどうせんようどくしょスペース愛称発表＆表彰式

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

22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15分 10時45分 親子英会話 つながるスタジオ
マミーズハグ
mommyshug.gifu@gmail.com

事前募集・見学自由 無料

23日（火） 10時00分 11時50分 平成29年度文学講座　古典文学講座 かんがえるスタジオ
岐阜市読書サークル協議会
☎058-247-9362

事前募集 年額4,000円

10時30分 13時00分 おかたづけ茶話会～ライフオーガナイズ～ つながるスタジオ
☎090-3382-2296（伊藤）
c.hchiha37@gmail.com

事前募集・当日参加
可

1,500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

NPO法人NSK事業推進＆スポーツ
科学協会
☎058-248-0083
協同組合　NSK保険協会

当日参加可 無料みんなのホール



　

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

10時30分 11時30分 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・見学自由 700円

18時30分 20時20分 倫理経営講演会 みんなのホール
家庭倫理法人会　事務局
☎058-329-0515

当日参加可 全自由席2,000円

24日（水） 10時00分 15時00分
ベビーフォト撮影会（ベビキッズフォトのYamakita
Tomoka）

あつまるスタジオ
やまきたともか
☎058-372-3378
☎090-4165-6389

事前募集・空きあれ
ば当日参加可

3,000円（SNS掲載不可
の場合は4,000円）

10時15分 11時30分
ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus（サニーサーカ
ス）

つながるスタジオ
Sunny Circus
sunnycircus.1.2.3@gmail.com
☎080-5116-6991（松田）

事前募集 2,800円

11時00分 12時30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
https://lunlunsmile.com/

事前募集・当日参加
可

3,300円

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

25日（木） 13時30分 15時30分 シルバー人材センター入会説明会 かんがえるスタジオ
岐阜市シルバー人材センター
☎058-240-1245

事前募集・当日参加
可

無料

14時15分 15時45分 社交ダンス　エミ・コスモス おどるスタジオ
鎌田
☎090-3857-7292

事前募集・当日参加
可

500円

18時00分 21時00分 フラダンス おどるスタジオ
アロハの風を感じる会
☎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）

26日（金） 13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

見学自由 無料

27日（土） 10時00分 11時45分 謡曲を楽しむ会 つながるスタジオ
謡曲を楽しむ会
☎058-239-0354（玉木）

事前募集 無料

12時00分 14時00分 マックス超念力体験会 つながるスタジオ
マックス超念力気功
☎058-265-6974

事前募集・当日参加
可

2,000～5,000円

13時00分 15時00分 時と暦のシンポジウム　～信長公と時・暦～ みんなのホール
450プロジェクト実行委員会
☎058-213-0450

観覧自由（午前１０時
整理券配布開始）

無料

17時15分 18時45分 エンディングノート書き方セミナー つながるスタジオ
（一社）相続安心支援センター
☎090-3967-3912

当日参加可 ノート代として1,000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 mukῡ
yogamukuu@gmail.com

事前募集 初回500円・1,200円

28日（日）
①11時00分
②14時30分

腕時計作り体験 かんがえるスタジオ
信長公450プロジェクト推進課
☎058-213-0450

事前募集（小学生対
象）

実費

11時00分 13時00分 アロマテラピー体験 つながるスタジオ
インザガーデン
☎090-1413-8998

事前募集・当日参加
可

体験のみは無料・ワーク
ショップは1,000円

12時00分 16時00分 筑前琵琶岐阜旭会定期演奏会 みんなのホール
中島旭堂　岐阜旭会事務局
☎058-246-1876

観覧自由 無料

13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

見学自由 無料

14時00分 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

29日（月） 9時00分 14時00分 鈴乃会　和装文化勉強会 かんがえるスタジオ
鈴乃会
☎0574-54-3125

事前募集・見学自由 無料

10時15分 10時45分 親子英会話 あつまるスタジオ
マミーズハグ
mommyshug.gifu@gmail.com

事前募集・見学自由 無料

13時15分 15時00分 韓国の伝統である「メドゥプ（組み紐）」の体験教室 つながるスタジオ
（一社）韓日友好修交協会
info@kannichi.or.jp
☎080-3682-1989

事前募集・当日参加
可・見学自由

2,500円

30日（火）

31日（水） 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（黒木）
tomo_balanceball@yahoo.co.jp

当日参加可（定員次
第）・見学自由

1,500円

10時30分 11時40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

初回1,000円

13時00分 15時00分 パソコン講習 あつまるスタジオ
ヒューマンネットパソコン教室
humanmovepc@gmail.com
☎090-8324-2591（小野）

事前募集・見学自
由・先着10名事前予
約制

1時間1,000円

16日（火）～24日
（水）

9時00分 21時00分 脱メタボ・メタボ予防川柳入選作品展示 ドキドキテラス
国保・年金課
☎058-214-2083

観覧自由 無料

18日（木）～23日
（火）

10時00分
16時00分

（23日は15時ま
で）

絵てがみと水彩画展 みんなのギャラリー ☎090-3951-9784（横山寿美子） 観覧自由 無料

26日（金）～28日
（日）

9時00分
（初日は11時）

18時00分 村岡高志陶展　－遊びの雑器２９－ あつまるスタジオ
村岡
☎058-251-1895

観覧自由 無料

27日（土）～28日
（日）

9時00分 18時00分
平成29年度　市民活動支援事業公開企画コンペティショ
ン

ドキドキテラス
市民活動交流センター
☎058-264-0011

観覧自由 無料

27日（土）～6月11
日（日）

10時00分 19時00分 セイコーウォッチ協賛「時計の歴史展」 みんなのギャラリー
信長公450プロジェクト推進課
☎058-213-0450

観覧自由 無料

月・水
(1日、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
(2日、4日、30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
(5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

毎日
（1～8日、30日は除

く）
10時30分 11時45分 多文化交流プラザ　イベント 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
(30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
(6、7日は除く)

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
(6日は除く)

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
(7日は除く)

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

平日 10時30分 10時50分
よみきかせタイム
※定例のおはなし会があるときは、おやすみです。

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 14時00分 14時30分
わんこカート きららのおはなし会
※定例のおはなし会があるときは、おやすみです。

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

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


