
　

７　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

15日（土）～17日
（月・祝）

みんなの森　ぎふメディアコスモス「みんなの森のフム・ド
キ・ワイ」　　開館２周年記念イベント

ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

16日（日） 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

14時00分 16時00分
開館２周年記念　童話作家トークショー
子どもの宇宙とファンタジー～文学の紡ぎ方～

みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

18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 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

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

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 産後からだケア講座～親子de脂肪燃焼ストレッチ～ おどるスタジオ
こどもトリニティネット
LINE@（ID：@hmj3505u）

事前募集 1組1,000円

19日（水） 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・保育料
300円

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

10時15分 11時45分 ウォーキングレッスン（メンズレッスン） おどるスタジオ
ポスチュアウォーキング
yamada@posturewalking.jp
☎090-6468-1416

事前募集・当日参加
可

4,000円

①10時30分
②11時00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30分 15時30分 食育の和・話・輪　岐阜の食を考える会 かんがえるスタジオ
燦餐の会
☎090-7684-2899（野村）

当日参加可 500円

19時30分 20時45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）

当日参加可 1,000円

20日（木） 10時00分 11時30分 HAIKU　COSMOS（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・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
岐阜市農林園芸課
☎058-214-2079（内線6206）

事前募集 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

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30分 20時00分 「やさしい日本語」講座 かんがえるスタジオ
(公財)岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 無料

21日（金） 10時00分 11時30分 夏休み自由研究応援講座 かんがえるスタジオ
岐阜市循環型社会推進課
☎058-214-2179

事前募集 無料

10時00分 12時00分 手話勉強会 おどるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

事前募集 無料

10時10分 11時50分 ママとベビーのえいごであそぼ！ 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
1回800円・回数券6回分
4,000円

12時00分 13時00分 マックス超念力気功 つながるスタジオ
マックス超念力気功
☎058-265-6974

当日参加可・見学自
由

200円～

13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

13時00分 15時00分 岐阜ママのための入園講座～幼稚園・保育園説明会～ かんがえるスタジオ
こどもトリニティネット
http://coubic.com/kodomo_tn/

事前募集・当日参加
可

参加費100円

①15時30分
②18時00分

①17時30分
②20時00分

岐阜ワイワイ茶会 あつまるスタジオ
Tea House 茶香好友
https://coubic.com/teahouse/1880
51

事前募集・当日参加
可

各回2,500円・1部2部通
しで1,000円割引・茶葉
の販売有

18時00分 21時00分 みんなの会社プロジェクト つながるスタジオ
（一社）外部EAP支援協会　岐阜支部
info@eap.red

当日参加可 資料代1,000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

事前募集・当日参加
可

1,000円

22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
☎090-1563-4820

当日参加可・見学自
由

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

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

13時30分 14時45分
市民自主事業講座NO.25
「スマホで簡単！ペーパーリーフアート講座」

つながるスタジオ
ペーパーリーフアート倶楽部
☎058-268-1050（岩越）

事前募集 全5回　3,000円

13時30分 15時00分 消しゴムスタンプ作り あつまるスタジオ
NPO　Lifeあんしんねっト
☎090-4858-0740（クワバラ）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

14時00分 15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

14時00分 16時00分
平成２９年度ビジネスチャレンジ支援セミナー
「商品も自分もアピールする～起業のプレゼン技術～」

かんがえるスタジオ
企業誘致課
☎058-265-3989

事前募集 無料

17時15分 17時45分 Sing☆Clap　～子どもたちの音楽会♪～ おどるスタジオ
Sing☆Clap
everlasting211941@gmail.com

見学自由 無料

18時00分 20時00分
難病医療講演会『理解してもらえない症状で苦しまれて
いる貴方へ～ベーチェット病を中心に～』

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

23日（日） 9時00分 13時00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）

事前募集 2,000円

10時00分 12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

10時30分 12時00分 障がい児のための夏の音楽祭 かんがえるスタジオ
任意団体ハッピー・ハーモニー
☎058-251-7957（篠田）

事前募集
お一人1,000円
※障がい児・者は無料

12時15分 14時00分 韓国の伝統である「メドゥプ（組み紐）」の体験教室 あつまるスタジオ
（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

2,500円

13時30分 15時30分 子宮のおはなし会 つながるスタジオ
奥田
☎090-8137-3602

事前募集・当日参加
可

1,500円

14時00分 16時00分 お仕事コレクション かんがえるスタジオ
リレシプ
☎050-5243-9291（林）

見学自由・無料体験
コーナーあり

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

詳細はチラシまたは
ホームページをご覧ください

詳細はチラシまたは
ホームページをご覧ください

 

住所      〒500-8076 岐阜市司町40番地5 
 

開館時間   9時00分～21時00分（中央図書館は20時00分まで） 
 

休館日     毎月最終火曜日 及び 年末年始（12/31～1/3） 
 

お問い合せ先   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

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

14時30分 16時30分 コツバン・ハッピープログラム習得講座 あつまるスタジオ
コツバン・ハッピー
kotuban.happy@gmail.com
☎080-5825-3939（稲田）

事前募集 6回で36,000円

24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
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4,000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

10時15分 11時30分 子育てがかわる！！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 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

14時00分 16時30分 岐阜市人権教育・啓発推進専門委員会　第2部会 つながるスタジオ
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

関係者 無料

16時30分 20時30分 IPSコスメティック体験会 かんがえるスタジオ ☎090-8499-8673（加藤悟）
事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

25日（火）

26日（水） 10時00分 11時30分
草木を育て観察、視野を広め、温暖化の問題を意識しま
しょう　待っています

おどるスタジオ
童夢
☎090-4190-2906（滝沢）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

14時30分 15時30分 赤ちゃん連れ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
uchimika8739@gmail.com
☎090-2774-3607（藤田）

事前募集 1,500円

27日（木） 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

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・見学は無料

28日（金） 10時00分 14時50分 子ども司書養成講座 あつまるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

10時00分 12時00分 岐阜の森教室 かんがえるスタジオ
岐阜市農林園芸課
☎058-214-2079

事前募集 無料

10時15分 11時45分 姿勢とウォーキングのレッスン 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

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
黒木
tomo_balanceball@yahoo.co.jp

事前募集・見学自由 1,500円

13時00分 15時00分 荒井水墨画サークル かんがえるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

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

29日（土） 9時45分 15時15分 イキイキ・ワクワク匠のまち おどるスタジオ
（一社）こもれびぎふ
☎090-4260-7227

事前募集 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00分 12時00分 ヴァイオリン合奏練習 かんがえるスタジオ
青山ヴァイオリン教室
☎058-262-6941

見学自由 無料

13時00分 14時30分 夏休み自由研究応援講座 かんがえるスタジオ
岐阜市循環型社会推進課
☎058-214-2179

事前募集 無料

30日（日） 9時30分 10時30分 ヨガレッスン あつまるスタジオ
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

13時30分 15時30分 SISカフェ あつまるスタジオ
NPO法人SIS
☎0574-76-2044

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（山本）

見学自由 無料

31日（月） 10時00分 14時50分 子ども司書養成講座 あつまるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 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 平成29年度　ゲートキーパー講演会　入門編２ 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

13日（木）～9月24
日（日）

10時00分 18時00分 体感！戦国城下町・岐阜「信長公ギャラリー」 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

22日（土）～23日
（日）

9時00分 21時00分 ２０１７岐阜市労連　平和展 ドキドキテラス
岐阜市労働組合連合会
☎058-266-5577

観覧自由 無料

22日（土）～23日
（日）

9時00分
21時00分

（23日は17時ま
で）

原爆と人間展 ドキドキテラス
岐阜県原爆被爆者の会　岐阜市支
部
☎058-239-5373

観覧自由 無料

22日（土）～9月3日
（日）

ぎふ信長楽市２０１７「ぎふ信長”彩”の楽市」
みんなの広場
カオカオ

岐阜市信長公450プロジェクト実行委
員会
☎058-213-0450

26日（水）～27日
（木）

9時00分
（26日は11時か

ら）

21時00分
（27日は16時ま

で）
子どもの人権パネル展 ドキドキテラス

岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

観覧自由 無料

28日（金）～8月3日
（木）

9時30分 21時00分 島中学校　美術部　部展 ドキドキテラス
岐阜市立島中学校
☎058-232-4141

観覧自由 無料

月・水
(17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
(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
(28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
（8、25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
(7日、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
(第3土日と
22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

第3土日 14時00分 14時30分 HELLO! ENGLISH　"BIG KIDS" 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
(22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 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
（5日、19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
（1日、8日、15日、
16日、23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。

詳細はチラシまたは
ホームページをご覧ください

詳細はチラシまたは
ホームページをご覧ください

休　　館　　日


