
　

９　月　1 ～ 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（日） 10:00 13:00 AFS岐阜支部受入留学生のオリエンテーション つながるスタジオ
AFS日本協会岐阜支部
☎080-4372-9423

見学自由 無料

11:15 12:45 インナーゆるヨガ おどるスタジオ
MIWA・BODY・LABO
kyon0168@gmail.com

事前募集・当日参加可・
見学自由

2,000円

13:00 「ホストタウンウィーク2019」スロバキアデー ドキドキテラス
岐阜市国際課ホストタウン推進課
☎058-214-6125
FAX 058-265-4121

観覧自由 無料

13:30 16:30 選択理論共同学習会 おどるスタジオ
ららlabo
https://step-up2011.jimdo.com/
「Step Up Life」

当日参加可 1,000円

16:00 18:00 けん玉で遊ぶ会 かんがえるスタジオ
おわけん（吉見真一）
443sin@gmail.com

当日参加可・見学自由 無料

2日（月） 10:10 11:45
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

10:30 11:30 産後バランスボール（育児に必要な体力づくり） 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～

10:30 11:30 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

14:30 16:30 岐阜市SDGｓセミナー かんがえるスタジオ
岐阜市総合政策課
☎058-214-2019

事前募集 無料

17:00 19:00 フラダンスレッスン おどるスタジオ
Hálau 'O Ku'uleialohamaikalá
aco.kuuleialoha@gmail.com

事前募集・見学自由・詳
しくはメールにてお問い
合わせください

無料

3日（火） 10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座 みんなのホール
読書サークル協議会
☎058-247-9362

事前募集
年額4,000円・年12回講
座

①10:10
②11:00

①10:50
②11:40

Let's enjoy リトミック！！ あつまるスタジオ
福地
☎090-3619-9681

当日参加可・見学自由 1組800円

11:00 13:00 HITキャラクトロジー心理学マスター講座開講式 つながるスタジオ
HITキャラクトロジー心理学協会
bkdcn380@ybb.ne.jp

事前募集 無料

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスの練習 おどるスタジオ

岐阜スコティシュカントリーダンスクラブ
gifuscdc.main.jp
gifuscdc.info@gmail.com
☎058-262-1656

見学自由 無料

15:00 18:00 フラワーアレンジメント つながるスタジオ
フラワーサークル　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

4日（水） 10:00 11:30
家庭教育セミナー「わが子のありのままを受け止めよう～つ
い、比べてしまいませんか？～」

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

①10:30
②11:00

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

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

事前募集・見学自由 3,500円

13:00 14:00
ピラティスグループレッスン―ぺたんこお腹づくりのエクササイ
ズ

おどるスタジオ
yuri
☎090-4118-1369

事前募集・当日参加可・
見学自由

1,000円

13:30 15:30 チーム活性化講座（全3回） つながるスタジオ
寺井
sup_map@ybb.ne.jp
☎090-9890-8216

事前募集・見学自由 3回通し3,000円

16:00 17:30 己書心和道場 つながるスタジオ
道場師範（永井）
☎080-4309-7250

事前募集・空きあれば
当日可

2,000縁・初回と子供は
1,000縁

17:30 19:00 ヒッポファミリークラブ あつまるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

5日（木） 9:30 11:30 学研presents 子どもたちの未来について学ぼう！考えよう！ あつまるスタジオ
学研教室　岐阜事務局
☎058-253-9380

事前募集・当日参加可 無料

① 9:45
②10:45

①10:30
②11:30

親子でランランリトミック（①ひよこクラス・②うさぎクラス） おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集・当日参加可・
見学自由

500円

10:00 12:00 スマイル子育て勉強会(親子ヨガ） かんがえるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

10:00 12:00 スマイル子育て勉強会(赤ちゃんマッサージ） つながるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

13:00 15:00 荒井デッサン教室 あつまるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

13:30 15:00 長良川大学講座「古典文学へのいざない」 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

14:15 15:40 社交ダンス練習 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

18:00 20:00 フラダンスレッスン おどるスタジオ
Hálau 'O Ku'uleialohamaikalá
aco.kuuleialoha@gmail.com

事前募集・見学自由・詳
しくはメールにてお問い
合わせください

無料

18:15 20:00 社長の可処分所得をトコトン増やすセミナー あつまるスタジオ
花木
☎090-2132-6228

事前募集 3,000円

18:30 20:30 ドイツ語講座 かんがえるスタジオ
岐阜日独協会
☎058-387-4596

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

20:00 20:50 やさしいヨガ おどるスタジオ
RIKA
rk.31.fitness@gmail.com

事前募集・当日参加可 800円

6日（金） 10:00 11:30 手話勉強会 かんがえるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

事前募集 無料

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回分チケッ
ト4,000円

10:30 11:30 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
☎090-4087-6929

事前募集 初回1,000円

13:00 15:00 子育てセミナー おどるスタジオ
NPO法人ウーマンプロジェクト東海
☎090-9192-2100（毛利）

当日参加可 無料
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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

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

7日（土） 9:30 11:30 第4回CoderDojo岐阜 おどるスタジオ
CoderDojo岐阜
hello@coderdojo-gifu.org

事前募集・空きがあれ
ば当日可・見学自由

無料

①10:30
②11:00

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

12:30 16:00 柳瀬寿子二胡教室合同発表会 みんなのホール
柳瀬寿子
☎090-7030-0649

観覧自由 無料

13:00 15:00 ボランティア講演会 かんがえるスタジオ
岐阜市社会福祉協議会　岐阜市ボラン
ティアセンター
☎058-255-5511

事前募集 無料

13:00 16:30 Gifu WordPress Meetup #14 おどるスタジオ
Gifu WP Meetup
gifuwpmeetup@gmail.com

事前募集・空きがあれ
ば当日可・見学自由

無料

8日（日） 10:00 11:00 ベビーマッサージ つながるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集・当日参加可・
見学自由

500円

10:00 12:00 バイオリン合奏レッスン おどるスタジオ
青山バイオリン教室
☎058-262-6941

見学自由 無料

10:30 11:00 風の音コンサート 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

事前募集
お一人様1,000円／障が
い児・者は無料

12:30 14:30 ありがとう感謝療法ワークショップ あつまるスタジオ
ありがとう感謝ネットワーク
☎090-4260-3877（山科）

見学自由 無料

13:00 16:30 自分の足のこと、知ってますか？足の健康フェスタ in　ぎふ おどるスタジオ
（一社）フット＆ボディバランスアジャスト
メント機構
☎058-323-1121（ユウシ接骨院）

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料・セルフケア体験会
のみ500円

13:00 18:00 津軽三味線　糸音　合同練習 つながるスタジオ
津軽三味線　糸音
☎090-6466-0223（田中）

見学自由
会員1,000円・見学は無
料

13:30 15:30 声楽発表会 みんなのホール
トヨダ音楽教室
☎058-264-4622

観覧自由 無料

14:00 16:00 「CHANGE」上映会＆脳教育セミナー かんがえるスタジオ
ハッピーブレインクラブ岐阜
☎058-266-7270（高橋）
☎090-7862-1544（小石）

事前募集・当日参加可 1,000円

14:00 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

15:30 17:30 こども店長になってお金のことを楽しく学ぼう！ あつまるスタジオ
キッズ・マネー・スクール若鮎校
axakiko@yahoo.co.jp
☎090-2924-2400（森島）

事前募集・見学自由 1世帯200円

18:30 20:30
緊急提言！！なぜ地球よりも重いの？「命の価値」を答えられ
ますか？

かんがえるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

当日参加可・見学自由 無料

9日（月） 10:00 12:00 産後バランスボール（ママも運動不足解消） おどるスタジオ
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～

①10:15
②12:30

①11:30
②13:45

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

13:30 16:30 NPO法人 きずなの会 説明会 かんがえるスタジオ
NPO法人　きずなの会
☎058-278-4377

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

10日（火） 10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座 みんなのホール
読書サークル協議会
☎058-247-9362

事前募集
年額4,000円・年12回講
座

10:30 11:30 骨盤ボディメイクレッスン おどるスタジオ
インストラクターaco
hb_base_aco@yahoo.com
☎090-1782-0213

事前募集 初回1,000円

10:30 12:00 赤ちゃん撮影会＆リボンワークショップ あつまるスタジオ
岩田
reo519330@gmail.com

事前募集・見学自由・ひ
とり歩き前の赤ちゃん

2,000円

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスの練習 つながるスタジオ
岐阜スコティシュカントリーダンスクラブ
gifuscdc.main.jp
☎058-262-1656

見学自由 無料

13:30 15:00 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

15:00 18:00 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　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

8月24（土）～1
（日）

12:00 17:00 「ホストタウン」パネル展 ドキドキテラス
岐阜市国際課ホストタウン推進課
☎058-214-6125
FAX 058-265-4121

観覧自由 無料

3日（火）～9日
（月）

9:00（3日は
13:00）

18:00（9日は
16:00）

第22回　JRP岐阜写真展—わたしの視線— みんなのギャラリー
桜井　邦彦
☎0575-28-3455
☎090-3301-4374

観覧自由 無料

9:00（3日は
12:00）

21:00（9日は
15:00）

中高生のボランティア「フィードバックポスター展」 ドキドキテラス
岐阜市生涯学習センター
☎058-268-1050

観覧自由 無料

10日（火）～13日
（金）

9:00 21:00 JICA海外協力隊写真展 ドキドキテラス
JICA岐阜県デスク
☎058-263-8069

観覧自由 無料

土日祝 10:30 11:45
モーニングイベント
「カイ ノン カイ」＆「ストラップづくり」

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・木・金 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

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日は除く）

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 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

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。


