
　

3　月　１日～１０日　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

1日（木） 10時00分 11時30分 協議のまちづくりセミナー かんがえるスタジオ
市民活動交流センター
☎058-264-0011

事前募集 無料

10時15分 11時30分 ＊つみきイベント＊まんまるしかく つながるスタジオ
まんまるしかく
manmarushikaku123@gmail.com

事前募集・当日参加
可

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
goto.2525@jade.plala.or.jp

事前募集・見学自由 700円

13時00分 15時00分 二胡の練習 つながるスタジオ
二胡Bee
☎090-3254-3913（関谷）

事前募集（二胡経験
の有無をお知らせく
ださい）

無料

13時00分 16時00分 岐阜仲人交流会 あつまるスタジオ
仲人交流会
☎090-8074-4225

関係者 無料

14時00分
（開場13時30分）

すべては「こんにちは！」から始まる～挨拶と笑顔が、私
の人生を変えた！～　講師：薄皮鯛焼き専門店「福丸」
店主　森弘明氏

みんなのホール
らかんG
☎058-262-5322

先着 無料

14時00分 16時00分 社交ダンス・エミコスモス会 おどるスタジオ
エミ・コスモス会
☎090-3857-7292

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

2日（金） 9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・見学自由 無料

10時00分 11時30分
まちづくり協議会向けセミナー「伝わる広報誌を作ろう！
～広報誌の作り方講座～」

かんがえるスタジオ
市民活動交流センター
☎058-264-0011

事前募集 無料

10時00分 11時00分
長良川大学講座　読み聞かせ教室（第1回／全2回講
座）

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

18時00分 20時30分 カンタ・ティモール上映会（映画監督・音楽監督講演） かんがえるスタジオ
実行委員会
☎058-383-8666

事前募集・当日参加
可

1,000円

19時00分 20時30分 カンチョーと語ろう～男がさいごに泣く映画～
2階　中央図書館 南
東読書スペース

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

3日（土） 9時30分 11時30分 タッピングタッチ基礎講座 つながるスタジオ
川本
☎090-1099-8549

事前募集 3,000円

9時30分 12時00分 土曜日の才能開花教育 かんがえるスタジオ
岐阜市教育研究所
☎058-241-2114

事前募集 無料

10時00分 11時00分 絵本の読み聞かせ会 おどるスタジオ
任意団体ハッピー・ハーモニー
☎080-1623-0326（篠田）

事前募集・当日参加
可

100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

13時30分 16時00分 まちサポトーク かんがえるスタジオ
市民活動交流センター
☎058-264-0011

観覧自由 無料

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

4日（日） 10時00分 11時15分 第６回　並木道読書会 おどるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集・空きあれ
ば当日参加可

無料

10時30分 11時30分 市会議員　和田直也のきちんと市政＆議会報告会 かんがえるスタジオ
市会議員　和田直也
☎058-251-2638

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

13時30分 15時30分 まちづくりは楽しい・語り愛から ドキドキテラス
市民活動交流センター
☎058-264-0011

観覧自由 無料

14時00分 15時30分 能ワークショップGIFU みんなのホール
岐阜市芸術文化協会
☎058-268-1050

観覧自由 無料

14時30分 16時00分 外国文化理解講座「Enjoy!!トルコ」 おどるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 500円

15時30分 18時30分 地元で出会おう　婚活パーティー かんがえるスタジオ
NPO法人ユメココサポート
npo@yume-coco.net
☎080-1594-9514

事前募集 2,000円

5日（月） 10時00分 12時00分 アイビックスフォーラム２０１８ みんなのホール
アイビックス(株)
☎0584-73-1515

関係者 無料

10時00分 14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（松田）
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800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30分 12時00分 ハンドメイド交流会ステップアップ編 かんがえるスタジオ
NPO法人クローバ
☎080-4547-7792

当日参加可 500円

10時30分 12時30分 お産と母乳が繋ぐ奇跡～赤ちゃんからのメッセージ～ あつまるスタジオ
hapidecook318@gmail.com
☎090-4264-5535（大野）

事前募集・当日参加
可

1,500円

13時30分 16時30分 健康チェックから始まる　2018健康セミナー かんがえるスタジオ
全国健康保険協会岐阜支部
☎058-255-5155（自動音声ののち
「4番」）

事前募集・当日参加
可

無料

15時00分 16時00分 登山と地質：注意点・楽しみ・深まり つながるスタジオ
中部山岳ガイド協会
☎090-4858-3535（北川）

事前募集・当日参加
可

無料

6日（火） 9時30分 11時00分 笑い文字　ありがとう講座 あつまるスタジオ
笑い文字
☎090-2779-1698（國江）

事前募集・当日参加
可

3,240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
kokokara.barabo@gmail.com
☎090-4087-6929

事前募集・当日参加
可

1,000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

12時30分 14時00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
☎058-398-3655

当日参加可 3,300円

①15時30分
②18時30分

①17時00分
②20時00分

フラワーサークル　L'amour（ラムール） つながるスタジオ
フラワーサークル　L'amour（ラムー
ル）
☎090-6595-4195

事前募集
生花3,500円・プリザ
4,500円

7日（水） 10時00分 15時00分
第9回環境教育実施NPO等市民団体活動報告会
ぎふ・水環境ネットワーク総会

みんなのホール
（一財）岐阜県環境管理技術セン
ター
☎058-276-0321

関係者

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

19時00分 メディコスアドベンチャー２０１８
開始5分前までにメ
インエントランス集
合

市民活動交流センター
☎058-264-0011

事前募集・空きあれ
ば当日可

運営費100円

19時00分 20時30分 おとなの夜学
２階　南東読書ス
ペース

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

 

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 

★「佐藤慶次郎作品展示 これは不思議（ふしぎ）

だ！ 」 
 不思議な世界が体験できる造形芸術家・佐藤慶次郎さん 

 の作品を展示。35年ぶりの展示となる「フィンガーバード」、 

 金属端子に 触れることで電子音を発生させる「エレクトリッ 

 クラーガ」、磁気による作品「回転シーソー」など。 

  

 【日時】 3月13日（火）～30日（金）  （27日（火）を除く） 

      10時～19時（30日（金）は17時分まで） 

 【場所】１階 エントランス 

★記念トークイベント 
「谷川俊太郎さんと佐藤慶次郎さんの不思議？」 

 佐藤慶次郎さんと親交のあった、詩人・絵本作家 

 谷川俊太郎さんのお話や、詩の朗読、谷川さん 

 への質問コーナーなど。 

 

 【日時】 3月18日（日） 14時～（90分程度） 

 【場所】１階 ドキドキテラス 

      ※イス100席は、13時開場・先着順、 

      その他立見観覧自由 

【ぎふメディアコスモス自主事業イベント告知】 

写真展示 

【日時】 3月12日（月）13時 ～16日（金）17時 

【場所】１階 ドキドキテラス 

★ＦＣ岐阜2018シーズン開幕記念写真展＆選手トークイベント 

選手トークイベント 

【日時】 3月14日（水）18時30分～19時30分 

      ※18時開場（入場は、先着200人） 

【場所】１階 みんなのホール 



　

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

19時30分 20時40分 やさしいヨーガセラピー つながるスタジオ
池田
☎090-6619-5262

当日参加可 1,000円

8日（木） 10時00分 11時00分 ウォーキングレッスン おどるスタジオ
岩田
etoilebeatygrace878@gmail.com

事前募集・当日参加
可

3,000円

10時00分 12時00分 ライフオーガナイズ　お片づけ茶話会 つながるスタジオ
伊藤
c.hchiha37@gmail.com
☎090-3382-2296

事前募集・当日参加
可

1,500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

13時30分
（受付13時～）

15時30分 職場の健康づくりセミナー みんなのホール
岐阜市健康増進課
☎058-252-7193

事前募集・当日参加
可

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

15時30分 17時30分 毎月２木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

関係者・見学自由 無料

18時15分 20時45分 Halau Hula O Ka Lei Nani おどるスタジオ
Halau Hula O Ka Lei Nani
☎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

関係者・見学自由 無料

19時30分 20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

9日（金） 10時00分 11時30分
長良川大学講座　読み聞かせ教室（第2回／全2回講
座）

２階　おはなしのへ
や　と
親子のグローブ

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 ピヨピヨクラブ（だっこ de ダンス） 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・見学自由 無料

10時00分 12時00分 ピヨピヨクラブ（赤ちゃんマッサージ） つながるスタジオ
ピヨピヨクラブ
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集・見学自由 無料

10時10分 11時45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
https://mommys-
hug.amebaownd.com

事前募集・見学自由
１回800円・6回分回数券
4,000円

13時00分 15時00分 荒井水墨画サークル　第２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

18時30分 20時00分 笑い文字　ありがとう講座 あつまるスタジオ
笑い文字
☎090-2779-1698（國江）

事前募集・当日参加
可

3,240円

10日（土） 9時30分 11時30分 無料法律相談会＠メディアコスモス かんがえるスタジオ
岐阜県弁護士会
☎058-265-0020

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

10時00分 11時30分 ペットロスセミナー つながるスタジオ
Happy Choice
☎050-3695-3629

事前募集

10時00分 15時00分 あそびのあしあと展 みんなのギャラリー
(株)河合楽器製作所　岐阜事務所
☎058-263-8822

観覧自由 無料

10時00分 16時00分 岐阜市の活性化　岐阜空中水路構想発表会 おどるスタジオ
岐阜まちづくり活性化会
matsui@msart.jp
☎090-4446-2422（松井）

当日参加可 無料

11時00分 12時00分 楽しく歌おう！チャイニーズソング 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

12時30分 17時00分 外国人市民によるモニターツアー 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 無料

13時00分 17時00分 第9回　WordBench　岐阜 あつまるスタジオ
WordBench　岐阜
wbgifu@gmail.com

事前募集 500円

13時30分
（受付13時）

15時30分 たくみ女子会 かんがえるスタジオ
（公社）岐阜県建築士会
☎058-215-9361

事前募集・建築土木
を学ぶ女子学生

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

14時00分 15時30分 岐阜特別支援学校地域支援センター「公開講座」 みんなのホール
岐阜特別支援学校
☎058-239-2821

事前募集 無料

18時00分 21時00分 着付け講座 つながるスタジオ
着付けサークル
☎058-263-0345（乾）

当日参加可・見学自
由

2,000円

1日（木）～4日（日） 9時00分
21時00分

（4日は17時まで）
まちづく協議会活動パネル展 ドキドキテラス

市民活動交流センター
☎058-264-0011

観覧自由 無料

1日（木）～7日（水） 9時00分 21時00分
平成30年度　ＪＡ共済小・中学校書道・交通安全ポス
ターコンクール優秀作品展

みんなのギャラリー
ＪＡ共済連岐阜
☎058-276-5541

観覧自由 無料

平日
（7、21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、10、17、18、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

火・水・木・金 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

予約不要 無料

第1･2･4･5土日
（3、11、24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

予約不要 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

予約不要 無料

土
（3、24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

予約不要 無料

日
（4、11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

予約不要 無料

毎日 10時30分 11時45分 イースターイベント「エッグハント＆ペイント」 ワイワイサークル
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

予約不要 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。


