
　

住所

開館時間

休館日

お問い合せ先

６　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（お問い合わせ先） 参加形態 料金等

1日（木） 9時00分 16時00分 人権擁護委員の日 ドキドキテラス
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

当日参加可 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・当日参加
可・見学自由

700円

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 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

2日（金）
①13時30分
②18時30分

①15時15分
②20時15分

ミネハハコンサート みんなのホール
ミネハハ実行委員会
☎090-7676-8337（木田）

事前募集 全自由席3,000円

13時30分 15時30分 幸せ体質になる気学講座 つながるスタジオ
市民講師女子部ぎふ
☎090-7678-5779（高橋）

事前募集・当日参加
可

3,000円（テキスト代含
む）

3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00分 12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 タッピングタッチ体験と脳活性ゲーム つながるスタジオ
（一社）認知症予防ネット岐阜
☎090-1099-8549

事前募集・当日参加
可

500円

15時00分 20時30分 ほたるまつり
みんなの広場 カオ
カオ・ドキドキテラス

岐阜南ロータリークラブ
☎058-264-9235

当日参加可 無料

4日（日） 10時00分 11時30分 ベビーヨガマッサージ おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747（宇野）

事前募集・当日参加
可

1,500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00分 15時30分
第7回　うのピアノ教室発表会
みんなのよりみちコンサート

みんなのホール
うのピアノ教室
☎090-9220-0801

観覧自由 無料

5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

おどるスタジオ
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 幸せ体質になる気学講座 つながるスタジオ
市民講師女子部ぎふ
☎090-7678-5779（高橋）

事前募集・当日参加
可

3,000円（テキスト代含
む）

6日（火） 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・当日参加
可・見学自由

700円

13時30分 14時30分
赤ちゃん連れOK　お一人様も可　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
uchimika8739@gmail.com（藤田美香）

事前募集 1,500円

7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00分 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus あつまるスタジオ
Sunny Circus
sunnycircus.1.2.3@gmail.com
☎080-5116-6991（松田）

事前募集 2,800円

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

8日（木） 10時00分 11時30分 子育てセミナー「いじめっ子・いじめられっ子」 あつまるスタジオ
家庭倫理の会　岐阜市
☎090-6584-7447（村山）

事前募集・当日参加
可

未会員のみ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・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

18時15分 20時45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・見学は自由

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

9日（金） 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
☎090-6468-1416
yamada@posturewalking.jp

事前募集・当日参加
可・見学自由

3,500円

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

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

19時30分 20時30分 郡上踊り　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・飲み物付き

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

10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

11時00分 12時00分 歌って楽しもう中国語 あつまるスタジオ
中国語あそびサークルla-la
largo_k_caoli@yahoo.co.jp
☎080-9495-4891

事前募集・当日参加
可

700円

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

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

15時15分 16時45分
タロット占い　リーディング体験・カードのメッセージを読
み解く。

あつまるスタジオ
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

〒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

11日（日） 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

10時00分 第２回　並木道読書会 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・当日参加
可

無料

13時00分 15時00分 ヴァイオリン合奏練習 おどるスタジオ
青山ヴァイオリン教室
☎058-262-6941

見学自由 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

12日（月） 10時00分 12時00分
生後１か月からのプレベビーサイン＆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 2,160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

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日（火） 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 12時30分 断捨離®セミナー　中級編 あつまるスタジオ
村井
danshari2017gifu@gmail.com

事前募集
25,000円（6/13と7/11の
２回講座分）

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
http://ameblo.jp/mika7728/
☎090-4087-6929

事前募集・当日参加
可・見学自由

初回1,000円

13時00分 16時30分 骨盤ダイエット講座 つながるスタジオ
Wellness Calla　岐南院
☎058-249-2022
☎090-5623-7340（鈴木）

事前募集・当日参加
可

500円

13時15分 14時00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

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

14日（水） 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 12時00分 美文字レッスン＆絵手紙（学びま書・遊びま書） あつまるスタジオ
瑛泉書の会
eisen.kawaguchi@gmail.com
☎090-2687-6583（瑛泉）

事前募集・当日参加
可・見学自由

2,160円

13時00分 14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

13時00分 15時00分 荒井水墨画教室 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

15日（木） 10時00分 11時30分 HAIKU KOSMOS（英語俳句の会）
２階　つながる読書
のへや

英語俳句の会
☎058-252-2768（吉村）

当日参加可 無料

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 11時30分 家庭教育セミナー 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

事前募集・当日参加
可

受講料500円

12時30分 13時30分
中高年向け 軽運動とストレッチで健康体力づくり　バラ
ンスボール　認定バランスボールインストラクター

おどるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会　ミカ
uchimika8739@gmail.com
☎090-2774-3607（藤田美香）

事前募集 1,500円

13時35分 16時30分 知的財産ビジネスシンポジウム　ｉｎ　岐阜 みんなのホール
知的財産ビジネスシンポジウムin岐
阜　事務局
☎058-264-1158

申し込み先着順 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
☎090-9900-7293

当日参加可・見学自
由

1,000円

18時00分 20時00分 岐阜の伝統工芸オープンセミナー かんがえるスタジオ
岐阜県立森林文化アカデミー
☎090-8488-3341（久津輪　雅）
mkutsuwa@forest.ac.jp

当日参加可 無料

～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
岐阜市信長公450プロジェクト実行委
員会
☎058-213-0450

観覧自由 無料

8日（木）～11日
（日）

9時00分
21時00分

（11日は17時00
分）

「清流長良川の華鵜飼」　岐阜市園芸振興会　花き部会 ドキドキテラス
岐阜市園芸振興会　花き部会
☎090-8457-6429（高木兼雄）

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。


