
　

住所

開館時間

休館日

お問い合せ先

６　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（お問い合わせ先） 参加形態 料金等

16日（金） 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

14時00分
（13時30分開場）

16時00分 みんなの図書館シアター「グランド・ホテル」 みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込み不要・当
日13時よりみんなの
ホール前にて整理券
配布

無料

17日（土） 12時00分 15時30分 KOWAKIフルート教室　第34回定期発表会 みんなのホール
KOWAKIフルート教室
☎058-266-5373（幸脇直人）

観覧自由 無料

13時30分 15時00分 高齢者セミナー「うたごえ広場・夏の歌」 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

14時30分 16時00分
中部図書館情報学会講演会「子どもの本の翻訳者・石
井桃子に学んだこと」（講師：竹内美紀氏）

おどるスタジオ
中部図書館情報学会
☎080-6903-4167（星野）

事前募集・当日参加
可

無料

18日（日） 10時00分 11時30分 子供倫理塾 おどるスタジオ
家庭倫理の会　岐阜市
☎090-6584-7447（村山）

事前募集・当日参加
可

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（山本）

当日参加可・見学自
由

無料

13時30分
（開場13時）

15時30分 プリモムジカコンチェルト みんなのホール
プリモムジカ岐阜
☎058-253-8338（代表　笠原）

事前募集・当日参加
可

全自由席1,000円

19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

13時00分 15時00分
長良川大学講座　初めての朗読、旅猫リポートを読んで
みよう

あつまるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

全６回・事前募集 無料

13時30分 15時30分 第1回傾聴ボランティア講座 かんがえるスタジオ
岐阜市ボランティアセンター
☎058-255-5511

事前募集 無料

20日（火） 10時30分 11時30分 バランスボールエクササイズ つながるスタジオ
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

14時00分 15時30分 平成29年度　第1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

21日（水） 10時00分 12時00分 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus 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

13時00分 16時00分 荒井水墨画サロン おどるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

16時00分 19時00分 大学入試・入学説明会　岐阜会場 かんがえるスタジオ
大学新聞社
☎052-222-1652

事前募集・当日参加
可

無料

19時30分 20時40分 ゆったりヨガ教室 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

初回1,000円・通常1,500
円

22日（木）
①10時30分
②13時30分

①12時00分
②15時00分

浴衣体験 つながるスタジオ
(一財）民族衣装文化普及協会
☎058-263-0345（乾）

事前募集・当日参加
可・見学自由

500円

10時00分 12時00分 親子で参加できる講座 あつまるスタジオ
(一財）言語交流研究所ヒッポファミ
リークラブ
☎0120-557-761

事前募集・当日参加
可

無料

10時00分 11時45分
バレトン＆親子ヨガ～保育士による手遊び・読み聞かせ
～

おどるスタジオ
npei.7795.agoy@docomo.ne.jp
☎090-2578-3799（南谷）

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円

12時30分 13時45分 スペインの情熱　フラメンコで体幹コントロール おどるスタジオ
アイダンスカンパニー
☎058-263-1190

事前募集・当日参加
可

2,000円

14時00分
（13時40分開場）

15時30分
岐阜市公民館第３ブロック研修会　清水陽介チェロコン
サート

みんなのホール
金華.京町.明徳.徹明.本郷.木之本.梅
林.白山.華陽公民館
☎058-266-0422（白山公民館）

当日参加可 無料

18時00分 21時00分 Halau Hula O Ka Lei Nani おどるスタジオ
アロハの風を感じる会
☎058-232-0634（加藤）

事前募集・見学自由 1,000円・見学は無料

23日（金） 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

10時30分 13時00分 グルーデコ（キラキラスワロアクセサリー）レッスン あつまるスタジオ
アトリエカンパニュラ
amy5126maco2000@yahoo.co.jp

事前募集 体験レッスン3,000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
nana.ballex@gmail.com

事前募集・見学自由 1,500円（初回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

24日（土）
①9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
magokoro.y@ezweb.ne.jp
☎090-4441-9320（山川）

事前募集 2,000円

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

事前募集・当日参加
可

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・見学自由
（要問い合わせ）

無料

12時30分 17時00分 岐阜市少年の主張大会2017 みんなのホール
青少年育成課
☎058-214-2367

観覧自由 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（山本）

当日参加可・見学自
由

無料

13時00分 15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

13時30分 15時30分 親子で参加できる講座＆ワークショップ かんがえるスタジオ
(一財）言語交流研究所ヒッポファミ
リークラブ
☎0120-557-761

事前募集・当日参加
可

無料

〒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（お問い合わせ先） 参加形態 料金等

15時15分 16時45分 情熱のラテンダンスで美しく。サルサダンス体験 つながるスタジオ
アイダンスカンパニー
☎058-263-1190

事前募集・当日参加
可

2,000円

17時00分 19時00分 ジェルネイル中級講習 つながるスタジオ
日本美作(株)
☎090-5868-6980

見学自由 無料

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

25日（日） 10時00分 12時00分 荒井水墨画教室 つながるスタジオ
荒井水墨画教室
☎090-5453-8291（荒井）

当日参加可・見学自
由

無料

10時00分 12時00分 親子で参加できる講座＆ワークショップ かんがえるスタジオ
(一財）言語交流研究所ヒッポファミ
リークラブ
☎0120-557-761

事前募集 無料

10時00分 16時00分
１日限定の撮影会「夏への招待状」
写真家 久保倉千明×絵本作家 いながわあい

あつまるスタジオ
kubokuramiyuki@gmail.com
（久保倉）

事前募集 有料

11時00分 13時00分 大学生のための海外インターンシップ説明会 おどるスタジオ
(株)海外生活
☎058-215-7420

当日参加可・見学自
由

無料

12時30分 15時30分 第24回　レガートピアノ発表会 みんなのホール
レガート
☎090-8863-6258

観覧自由 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

26日（月） 10時00分 15時00分 ベビーフォト撮影会 あつまるスタジオ
山北
☎058-372-3378
☎090-4165-6389

事前募集・空きあれ
ば当日可

3,000円・写真掲載NGの
場合は4,000円

13時30分 16時30分 第2回傾聴ボランティア講座 かんがえるスタジオ
岐阜市ボランティアセンター
☎058-255-5511

事前募集 無料

18時30分 20時30分 「結婚の学校」１日体験スクール つながるスタジオ
鈴木
sincerite23@gmail.com

事前募集 無料

27日（火）

28日（水） 10時00分 12時00分 夢を叶える　能力を伸ばす方法 おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 2,500円・託児1,000円

10時30分 12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

14時00分 15時30分 平成29年度　第2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

29日（木） 12時30分 13時30分
赤ちゃん連れOK　お子様連れてなくてもOK
バランスボールエクササイズ

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
uchimika8739@gmail.com
ミカ（藤田美香）

事前募集 1,500円

13時00分 15時00分
長良川大学講座　初めての朗読、旅猫リポートを読んで
みよう

あつまるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

全６回・事前募集 無料

13時30分 15時30分 平成29年度　ゲートキーパー講演会　入門編 かんがえるスタジオ
岐阜市地域保健課
☎058-252-7191

事前募集 無料

30日（金） 10時30分 11時30分 子育てをもっと楽しく！！親子スキンシップ教室 つながるスタジオ
RTA指定スクール　レイオハナ
leiohana-relax@beach.ocn.ne.jp
☎0581-32-9170

事前募集・当日参加
可

1,500円

13時00分 14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
lunlunsmile.com
☎058-398-3655

事前募集・当日参加
可

3,300円

18時30分 20時30分 「結婚の学校」１日体験スクール つながるスタジオ
鈴木
sincerite23@gmail.com

事前募集 無料

19時00分 20時30分 夢教室・夏期講習会　学生講師説明会＆研修会 かんがえるスタジオ
（特非）教育・地域交流機構
☎090-9899-3603（木野村）

事前募集・当日参加
可

無料

23日（金）～30日
（金）

（27日（火）除く）

9時00分
（23日は12時00

分）

21時00分
（30日は17時00

分）
第12回わがまち探検マップコンクール　入賞作品展示 ドキドキテラス

（一財）岐阜市にぎわいまち公社
☎058-266-1377

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
(1日、27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
ワイワイサークル
（20日のみ）

（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

毎日
（27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
(27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

平日
（7日、21日、27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
（3日、10日、17日、
18日、25日は除く）

14時00分 14時30分 わんこカート きららのおはなし会
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


