
　

住所

開館時間

休館日

お問い合せ先

５　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

2日（火） 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 あつまるスタジオ
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

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』

おどるスタジオ
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

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 あつまるスタジオ
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

3日（水） 9時45分 14時30分 母の日スペシャル企画　ベビーフォト撮影会 おどるスタジオ
ベビグラファー岐阜
☎090-5932-8751
☎0584-71-8287（山下）

事前募集 ２カット1,000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

11時00分 14時30分 つるつる　スベスベ　ハンドトリートメント あつまるスタジオ
POLA el emor
☎058-272-8989

当日参加可 無料

4日（木） 11時00分 12時00分 人形劇団むすび座公演「ぶんぶく茶がま」 かんがえるスタジオ
人形劇団むすび座
☎052-623-2374

事前募集・当日参加
可

前売1,500円・当日1,800
円・ペア券2,500円（3才
以上有料）

14時30分 16時30分
美も願いも思い通りに生きる奇跡の６８歳！！吉丸美枝
子の美しい生き方講座

かんがえるスタジオ
岐阜笑顔１５人プロジェクト
☎090-9908-4757（小塚）

当日参加可 1,000円

15時00分 17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

5日（金） 9時45分 14時30分 母の日スペシャル企画　ベビーフォト撮影会 おどるスタジオ
ベビグラファー岐阜
☎090-5932-8751
☎0584-71-8287（山下）

事前募集 ２カット1,000円

10時10分 12時00分 マックス超念力気功体験会 つながるスタジオ
大原　弘詩
☎058-265-6974

事前募集・当日参加
可

2,000～5,000円

13時00分 14時00分 ワークショップ「こいのぼりをつくろう」
２階　おはなしのへ
や

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込み不要 無料

13時30分 15時30分 ～子供の日～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（コウノ）

当日参加可・見学自
由

無料

14時00分 GWきららのおはなし会withカンチョー
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

6日（土） 10時00分 17時00分 多文化交流フェスタ in メディコス
ドキドキテラス、みん
なのホール、かんが
えるスタジオ

岐阜市国際課
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

当日参加可 無料

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

7日（日） 10時00分 16時00分
みんなの森に大集合！～あんなコト、こんなコト、でき
ちゃうかも～

みんなのホール・ド
キドキテラス・各スタ
ジオ

市民活動交流センター
☎058-264-0011

詳細はチラシをご覧
ください

詳細はチラシをご覧くだ
さい

8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

13時30分 14時30分
赤ちゃん連れてOK　女性クラス
バランスボールエクササイズ

おどるスタジオ
藤田　美香
uchimika8739@gmail.com

事前募集 1,500円

①13時30分
②18時30分

①15時30分
②20時30分

アドラー心理学に学ぶ　劣等感とのつき合い方 かんがえるスタジオ
市民講師女子部ぎふ
☎050-3590-6820（中村）

事前募集・当日参加
可

2,000円

9日（火） 10時00分 12時30分 断捨離®セミナー　入門編 あつまるスタジオ
村井
danshari2017gifu@gmail.com

事前募集 6,480円

10時00分 11時50分 平成29年度文学講座　現代文学講座 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10分 12時50分 コツバンハッピープログラム習得講座① 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

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

10日（水） 10時00分 12時00分 ピヨピヨクラブ かんがえるスタジオ
ピヨピヨクラブ
☎070-1475-9494（藤本）

当日参加可・見学自
由

無料

10時00分 12時30分 ハートのサプリセミナー　気分上々♪　やる気のスイッチ おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 2,500円

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

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

11日（木） 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）

〒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

ゴールデンウィークは 

”みんなの森”に集まろう！ 

 
※詳しくは各チラシまたは 

 ホームページにて 

 

５月７日（日）  

みんなの森に大集合 

～あんなコト、こんなコト、 

          できちゃうかも

～ 

５月６日（土） 10:00～17:00 

多文化交流フェスタ in メディコス 
 

５月１日（月）～８日（月） 9:00～21:00 

（1日は13:00から、8日は12:00まで） 

楽しく知ろう！ 

国際交流・国際協力・多文化共生 



　

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・見学自由

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

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）

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

12日（金） 10時00分 19時30分
筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群世界啓発デー
イベント

かんがえるスタジオ
笑顔の花びら集めたい
☎090-8184-5700

当日参加可・見学自
由
※詳しくはチラシで

無料

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

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

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
w.ones.office@gmail.com
☎090-8677-1761

当日参加可 テキスト代500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

13時30分 14時50分 ＬＡＳＴ　ダイエット つながるスタジオ
Total body studio　a
☎080-2665-9250

事前募集・当日参加
可

2,000円

19時30分 20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（後藤晴美）

事前募集・当日参加
可

1,000円

13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

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

13時00分 15時00分 タッピングタッチと認知症予防ゲーム つながるスタジオ
（一社）認知症予防ネット岐阜
☎090-1099-8549（川本）

事前募集・当日参加
可

500円

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00分 ダンボールコンポスト講座 ドキドキテラス
循環型社会推進課
☎058-214-2178

事前募集・見学自由 無料

13時30分
（13時開場）

16時00分 混成合唱団コール・エコー演奏会 みんなのホール
コール・エコー事務局
☎058-295-7351

観覧自由 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

15時30分 17時30分 アドラー心理学に学ぶ　劣等感とのつきあい方 おどるスタジオ
市民講師女子部ぎふ
☎050-3590-6820（中村）

事前募集・当日参加
可

2,000円

14日（日） 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

18時00分 19時00分 初めてのベリーダンス おどるスタジオ
ツバキベリーダンス
tsubakibellydance@gmail.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円／回

15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・見学自由

初回1,000円

1日（月）～8日（月）
9時00分

(1日は13時）
21時00分

（8日は12時）
楽しく知ろう！国際交流・国際協力・多文化共生 みんなのギャラリー

岐阜市国際課
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

観覧自由 無料

11日（木）～14日
（日）

9時00分
21時00分

（14日は16時）
岐阜のチョークアート展 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
※体験は1,000円

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。


