
　

７　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

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

1日（土） 9時00分 16時00分 認知症予防ゲームリーダー養成講座 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 6,000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

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
☎090-2139-0714

事前募集・見学自由 1,500円・初回1,000円

10時30分 12時00分 親子撮影会＆ママ向けリラックスヨガ あつまるスタジオ
やまきたともか　yoga mukῡ
☎058-372-3378

事前募集 5,000円

12時30分 15時30分
キャリアトランプ®体験セミナー『ゲーム感覚で知る♪あ
りのままの私と未来の私』

おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 3,000円

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
岐阜市循環型社会推進課
☎058-214-2178

事前募集・空きあれ
ば当日可・見学自由

無料

13時30分 16時00分 まちサポトーク2017夏 かんがえるスタジオ
岐阜市まちづくりサポートセンター
☎058-264-0011

見学自由 無料

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

2日（日） 9時00分 15時30分 お弁当コンテスト ドキドキテラス
ほっぺの会
☎070-5332-8747

観覧自由 無料

10時00分 11時30分
世界にひらく窓　Vol.2－「いまなお飢餓が存在するのは
なぜか？」アフリカを読みほどく。－

おどるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

10時30分 12時30分 佐伯康人氏　講演会「みんな”一芸の人”になる。」 かんがえるスタジオ
いぶき福祉会後援会
☎058-233-7445

事前募集 無料

12時30分 15時30分 村木音楽教室発表会 みんなのホール
村木音楽教室
☎058-272-0650（村木）

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

14時30分 16時40分 映画「君のまなざし」上映会 かんがえるスタジオ
（宗）幸福の科学　岐阜支部
☎090-1287-1103

観覧自由 無料

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

17時30分 20時30分 メロディア　ピアノ・エレクトーン発表会 みんなのホール
メロディア
☎080-5152-3522

観覧自由 無料

3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

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 16時30分 第3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

4日（火） 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

13時00分 15時00分 産後わらべ歌ダンス＆ママ交流会 おどるスタジオ
こどもトリニティネット
kodomo_trinitynet@yahoo.co.jp

事前予約 1組1,000円

14時00分 15時30分 平成29年度　第3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

5日（水） 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

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

10時30分 11時30分 ベビーマッサージ＆ベビーヨガ体操 おどるスタジオ
柴田
☎090-7869-0555

事前募集 6回3,000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づくり　バランス
ボール

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　ミカ（藤田美香）

事前募集 1,500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

6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

①10時30分
②13時30分

①11時30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

13時30分 15時30分
コープぎふ　福祉懇談会　公開講座
「吉成館長のお話を聞こう」

かんがえるスタジオ
コープぎふ　くらしの活動部
☎058-370-6873

事前申込み不要 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

7日（金） 9時00分 10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

500円～

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

事前募集 無料

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）

事前募集・当日参加
可・見学自由

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
回数券6回分4,000円
・１回800円

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

8日（土） 9時30分 11時50分 子どものための足育靴育講座 かんがえるスタジオ
足育靴育のフラミンゴフット
☎058-389-6791（栗田）

事前募集・当日参加
可

3,000円

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00分 16時00分 笑顔を作ろう！キャリアトランプ®Step１　体験セミナー おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 3,000円

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 

７月１５日（土）～１７日（月・祝） 

みんなの森 ぎふメディアコスモス 

開館２周年！ 



　

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

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 17時00分
２０１７全国フェミニスト議員連盟　サマーセミナー in ぎ
ふ

かんがえるスタジオ
岐阜市女性問題連絡会
☎080-5151-4563

当日参加可 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

16時10分 19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

9日（日） 9時30分 11時05分 「平和の鐘」式典 ドキドキテラス
岐阜市男女共生・生きがい推進課
☎058-214-4792

観覧自由 無料

9時30分 12時00分
２０１７全国フェミニスト議員連盟　サマーセミナー in ぎ
ふ

かんがえるスタジ
オ・おどるスタジオ

岐阜市女性問題連絡会
☎080-5151-4563

当日参加可 無料

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

見学自由 無料

14時00分 16時00分 英語多読入門講座～多読の世界に飛び込もう～ 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（高校生以
上）

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

14時00分
（13時30分開場）

アンサンブル・インフィニティ　第4回演奏会 みんなのホール
アンサンブル・インフィニティ
☎090-2263-8959

観覧自由 無料

14時30分 14時50分
特別よみきかせの会　絵本『サワグルミのおじいさん』
【わんこカートきららのおはなし会終了後です】

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

15時00分 18時30分 ダンカンダンスを体験してみませんか？ おどるスタジオ
メアリー佐野
☎080-6596-5390

事前募集・当日参加
可

2,000円

10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 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～

13時30分 16時30分 第4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

11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 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

12日（水）
①10時00分
②13時30分

①11時30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30分 12時00分 美文字＆絵手紙講座 あつまるスタジオ
瑛泉書の会
☎090-2687-6583（河口）

事前募集・見学自由 2,500円

13時30分 14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）

事前募集 1,500円

14時00分 15時00分 女性と骨ばん・子宮のおはなし あつまるスタジオ ☎090-7609-3135（岡部）
事前募集・当日参加
可

無料

13日（木） 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

無料

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

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 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 6回で28,000円

14時30分 16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

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）

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

18時30分 20時30分
毎月２木６３０集まって情報交換会
支援ブース交流会

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

15日（土） 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

3日（月）～12日
（水）

9時00分
（3日は12時から）

21時00分
（12日は15時ま

で）
子どもたちに伝える平和のための資料展Ⅰ ドキドキテラス

男女共生・生きがい推進課
☎058-214-4792

観覧自由 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」（前期） 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

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
※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
（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
※定例のおはなし会があるときは、おやすみです。

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。


