
　

３　月　21～31日　の　イ　ベ　ン　ト
日　付 開始時間 終了時間 イ　ベ　ン　ト　名 場　所 主催者（問い合わせ先） 参加形態 料金等

21日（土） 10:00 11:30 ダンボールコンポスト講座 あつまるスタジオ
岐阜市低炭素・資源循環課
☎058-214-2179

事前募集 無料

10:00 17:00 ワールド外語学院スピーチコンテスト＆発表会 みんなのホール
ワールド外語学院
☎058-254-8700（米田）

見学自由 無料

14:00 16:30 大人のためのペーパーリーフアート講座 つながるスタジオ
岩越　昌文
☎090-9896-6078

事前募集・当日参加
可・見学自由

参加費500円

15:00 17:00 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

当日参加可 無料

17:00 19:00 大人の夜学 ドキドキテラス
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

18:00 20:30 婚活イベント 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（西村）

事前募集 要問合せ

22日（日） 10:00 14:00 入学・入園記念撮影会 あつまるスタジオ
久保倉　千明
info@semmei3.com

事前募集 3,900円

10:30 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

12:30 15:30 アンサンブルフェスティバル みんなのホール
宇野
junko.0312.u@gmail.com

観覧自由 無料

16:00 18:30
ダンカンダンスを体験してみませんか？Duncan
Dance in Gifu

おどるスタジオ
メアリー佐野
info@duncandance.org
☎080-6596-5390

当日参加可 2,000円

19:30 20:30 サルセーション　レッスン おどるスタジオ
KUMIKO
☎090-6368-8773

事前募集・当日参加
可・見学自由

700円

23日（月）
①10:10
②11:00

①10:55
②11:45

ママとベビーのえいごであそぼ！ つながるスタジオ
マミーズハグ
http://mommyshug.peewee.jp

事前募集
1回800円・6回チケット4,000
円

10:30 11:30 産後バランスボール あつまるスタジオ
さゆり産後ケア
s3.sangocare@gmail.com

事前募集・見学自由 参加費1,500円～

13:00 15:00 己書心和道場 つながるスタジオ
己書心和道場師範
☎080-4309-7250

事前募集・当日参加
可・見学自由

2,000縁、初回・子供半額

24日（火） 10:00 12:00 己書　体験会と幸座 おどるスタジオ
己書楽笑元気道場
sumie712@gmail.com
☎090-8545-7290（桂川）

事前募集・当日参加
可・見学自由

大人2,000円・小1,000円・体
験1,000円・筆ペン貸出販売
もあり

10:30 11:30 ママヨガ＆産後トレーニング つながるスタジオ
yuju yoga
☎090-4448-7675（村田）

見学自由 初回1,000円

13:30 14:30 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 初回1,000円

15:15 17:00 フラワーアレンジメント あつまるスタジオ
フラワーサークルL'amour（ラムール）
☎090-6595-4195

事前募集
フラワーアレンジメント3,600
円・プリザーブドフラワー
4,600円

25日（水） 10:15 11:30 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus つながるスタジオ
Sunny Circus　松田友希
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800円

10:40 11:30 五感を刺激するリトミック教室 おどるスタジオ
三宅
n.piao2020@gmail.com

事前募集・空きあれば
当日参加可・見学自由

受講料1,000円

13:00 16:00 フラワーアレンジメント おどるスタジオ
Le Violette
☎090-7686-9898（白木）

事前募集・見学自由 3,600円

13:30 14:30 みさと笛　体験 つながるスタジオ
現代邦楽会みさと笛岐阜雅の会
☎090-3952-2886（藤本）

事前募集・当日参加
可・見学自由

楽譜代・笛レンタル料500円

13:30 15:30 出前入会説明会（女性向け） かんがえるスタジオ
（公社）岐阜市シルバー人材センター
☎058-240-1245

当日参加可 無料

17:30 19:00 ヒッポファミリークラブ かんがえるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

26日（木） 10:30 11:20 Sun Son English♪（1～3さい） つながるスタジオ
Sun Son English♪
http://ameblo.jp/33eigo/
sae00329@gmail.com

事前募集 2,000円

10:30 11:30 ママのためのヨガ おどるスタジオ
ぎふママカレッジ
gifumamacollege@gmail.com

事前募集・当日参加可 500円

10:30 11:30 バランスボールエクササイズ あつまるスタジオ
漁野
☎090-1562-9656

事前募集・当日参加可 1,500円

13:30 14:30 インヨガ おどるスタジオ
sauca yoga
saucayoga8@gmail.com
☎080-3680-5479

事前募集 1,000円

13:30 16:00 健康経営セミナー みんなのホール
アクサ生命保険（株）
☎03-6737-6460（伊勢）
takuya.ise@axa.co.jp

事前募集 無料

17:00 18:30 季節を楽しむフラワーレッスン つながるスタジオ
米山
hanatsuzuri@gmail.com

事前募集・見学自由 3,500円

18:15 20:45 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・体験は無料

27日（金） 10:00 12:00 春休み　親子　お片付け講座　あいうえおかたづけ おどるスタジオ
伊藤
c.hchiha37@gmail.com

事前募集
3,500円（税別）・お子さま追
加一名につき1,500円（税別）

10:00 12:30 ハートのサプリ講座 あつまるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 2,000円

13:00 15:00 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
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由・関係者は当
日参加可

無料

28日（土）
13:00（開場

12:30）
15:00

第2回　プラムコンサート～加納高校音楽科管弦打楽
器専攻　卒業生＆在校生有志による～

みんなのホール
プラムコンサート実行委員会
kanoukangendaob@gmail.com
☎070-5251-3454

事前募集・当日参加可
一般1,000円・高校生以下
500円

29日（日） 9:00 11:00 バイオリン合奏練習 かんがえるスタジオ
青山バイオリン教室
☎058-262-6941

見学自由 無料

①10:30
②13:30

①12:00
②15:00

子供ロボットプログラミング大作戦（Step２） おどるスタジオ
勉強禁止！子供ロボットプログラミング塾
http://www.roboprojuku.com
☎058-338-0587

事前募集・空きあれば
当日参加可

参加費2,000円

13:15 14:45 バスボム作り つながるスタジオ
杉本
☎080-2615-3036

当日参加可・見学自由 材料費300円

14:00 16:00
イシス編集学校 エディットツアー　スペシャル　in メ
ディアコスモス

あつまるスタジオ
イシス編集学校
☎03-5301-2213（ダイヤルイン）

事前募集 1,000円

〒500-8076 岐阜市司町40番地5

9:00～21:00（2階 中央図書館は20:00まで）

毎月最終火曜日及び年末年始（12/31～1/3）
※最終火曜日が祝休日と重なる場合は、翌日が休館日となります。

※最終火曜日が年末年始と重なる場合は、前週の火曜日が休館日となります。

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

住所

開館時間

休館日

お問い合せ先



　

日　付 開始時間 終了時間 イ　ベ　ン　ト　名 場　所 主催者（問い合わせ先） 参加形態 料金等

30日（月） 10:00 11:00 ぎふ産後ケアの日 おどるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会岐阜支部　ぎふ
産後ケアの日実行委員会
gifusangocare@gmail.com

事前募集 500円

10:00 15:00 チャレンジしよう！ かんがえるスタジオ
なじみのふるさと　縁（えにし）の会
☎090-4089-1256（山下）

事前募集・当日参加
可・見学自由

材料費500円

10:30 11:30 産後バランスボール つながるスタジオ
さゆり産後ケア
s3.sangocare@gmail.com

事前募集・見学自由 参加費1,500円～

12:00 13:30 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
lunlunsmile8@gmail.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

3,300円

29日（火）

6日（金）～7日
（土）

虞美人草 みんなのホール
塚本
☎080-4357-4862

当日参加可 1,500円

9（月）～13
（金）

9:00（9日は
12:00）

21:00（13日
は 17:00）

世界も自分も変える仕事～JICA活動写真展～ ドキドキテラス
JICA岐阜
☎058-263-8069

観覧自由 無料

22日～27日
9:00

（22日は
14:00）

20:30
（27日は
18:00）

JA共済小・中学生書道・交通安全ポスターコンクール
岐阜県優秀作品展

みんなのギャラリー
JA共済連岐阜　事業企画部
☎058-276-5541

観覧自由 無料

月・火・水・木・
金（31日は除く)

14:00 14:45
言語くらぶ（月曜：ベトナム語、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3木曜（28
日）

19:00 20:30 EVENING ENGLISH ワイワイサークル
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

要予約
500円（協会賛助会員：無
料）

土日 13:15 13:45 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

土 15:00 15:45 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 14:00 15:00 サポート交流ひろば ワイワイサークル
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

要問合せ 無料

日 10:00 12:00 外国人のための日本語くらぶ 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

月・火・水・金
（4、18、31日は

除く）
10:30 10:50 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（7、8、
14、22は除く）

14:00 14:30 にゃんこカート にゃん吉のおはなし会 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・木（31日は
除く）

14:00 19:30 岐阜市ビジネスチャレンジ支援　経営相談窓口
2階　リファレンスカウン
ター

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料

第4土曜（28
日）

①10:00
②13:00

①12:00
②18:00

岐阜市ビジネスチャレンジ支援　経営相談窓口
2階　リファレンスカウン
ター

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 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。

休　　館　　日

3/6（金）　18:00～19:15
3/7（土） 15:00～16:15


