
　

１０　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（問い合わせ先） 参加形態 料金等

1日（木） 10:30 11:20 Sun Son English♪（0～3才の親子えいご） おどるスタジオ
Sun Son English♪（松村）
sae00329@gmail.com
http://ameblo.jp/33eigo/

事前募集 1,600円

10:30 11:30 やさしいモーニングヨガ つながるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご
持参下さい

体験500円・月謝割有

2日（金） 10:00 11:30 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

①10:00
②13:30

①11:30
②15:00

令和2年度　高年齢者助成金等説明会 かんがえるスタジオ
(独）高齢・障害・求職者支援機構　岐阜支部
☎058-265-5823

事前募集 無料

19:00 20:30 歎異抄の勉強会 あつまるスタジオ
古典を学ぶ会
☎070-1369-7141（三浦）

見学自由 無料

3日（土） 9:00 12:00 みんなの知恵を集めるcafe　岐阜市の税の使われ方 かんがえるスタジオ
岐阜市議会議員　和田直也
office@wada-naoya.jp

当日参加可・見学自由 無料

①10:30
②13:30

①12:30
②15:30

①HTM&CSS入門体験会・②PHPプログラミング入門
体験会
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

あつまるスタジオ
勉強禁止！子供ロボットプログラミング塾
ichiwaka@internetsysytem.co.jp
☎058-338-0587

事前募集・当日参加可 無料

14:00 16:00 きよまるcafe（がん体験者のおしゃべり会） かんがえるスタジオ
NPO法人　わたしのがんnet
kiyoko1207@ccn.aitai.ne.jp（担当：岡本）

事前募集・当日参加可・
見学自由・がん体験者な
ど

無料

4日（日） 13:00 16:00 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

事前募集・見学自由 無料

13:30 15:00
本de子育てカフェ～中高生編～
「10代へ贈るファンタジーの処方箋～中高生時代に大
切にしたいこと～」

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 無料

5日（月） 10:30 11:30 産後バランスボール 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1,800円～

6日（火） 10:00 11:30 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 11:50
岐阜市読書サークル協議会　文学講座
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため13日（火）ホー
ルに変更します

かんがえるスタジオ
岐阜市読書サークル協議会
☎058-276-6041

事前募集 年額4,000円

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスのレッスン 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
http://gifuscdc.main.jp
gifuscdc.info@gmail.com

見学自由 無料

13:00 15:50 楽笑会　己書　体験会と幸座 あつまるスタジオ
楽笑会　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

初体験1,000円・大人2,000
円・小人1,000円・筆ペン
貸し出し販売あり

13:30（受付
13:00～）

15:40
日本道経会岐阜支部／岐阜県モラロジー経済同友会
共催　岐阜経済講演会

みんなのホール
岐阜県モラロジー経済同友会事務局
☎058-214-6224

事前募集 無料

20:00 21:00 BLAZE DANCE STUDIO おどるスタジオ
BLAZE
☎090-7952-4991

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

7日（水） 9:00 12:00 三味線 おどるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366

事前募集・見学自由 無料

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

事前募集 無料

①10:00
②11:00

①11:00
②15:00

子育て勉強会スマイル①赤ちゃんマッサージ・②子育
て相談

あつまるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

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

事前募集・見学自由 3,600円

18:30 20:00 データベース講習会 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 無料

19:00 21:00 フラワーアレンジメント つながるスタジオ
Le.Violette
☎090-7686-9898（白木）

事前募集・見学自由 3,600円

8日（木） 10:00 12:00 バレトン　＆　親子ヨガ おどるスタジオ
インストラクターkyon
kyokominatani@gmail.com

事前募集・当日参加可 1,500円

10:30 11:30 やさしいモーニングヨガ つながるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご
持参ください

体験500円・月謝割有

12:30 13:30
中高年向け　軽体操＆ストレッチ（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藤田美香
uchimika8739@gmail.com

事前募集 1,500円

13:15 15:25
交流の広場
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

みんなのホール
県退職公務員連盟
☎058-262-2595

関係者 500円

13:30 15:00 オレンジカフェ
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

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
参加費は無料ですが、飲
み物を希望される場合は
100円いただいています

15:15 16:45 チェスのゲームをしよう あつまるスタジオ
EBS
☎090-7311-1655（山田）

当日参加可・見学自由 無料

18:15 20:15 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

19:00 20:00 リトルクリエイティブセンターの会社説明会 みんなのホール
（株）リトルクリエイティブセンター
☎058-214-2444

事前募集・当日参加可 無料

9日（金） 10:00 11:00 家庭教育講座 かんがえるスタジオ
（公社）スコーレ家庭教育振興協会　東海地
区
☎090-4111-8305（宮西）

事前募集・当日参加可 500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 無料

10日（土） 10:00 11:00 家族みんなで♥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 1,200円

10:00 15:00 ぎふ水墨画展・水墨画体験 みんなのギャラリー
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

当日参加可・観覧自由 無料

13:40 15:20 こころのふれあいサロン あつまるスタジオ
Polaris（ポラリス）
☎058-253-1388

見学自由 無料

13:00 17:00 波の会集い かんがえるスタジオ
日本てんかん協会岐阜県支部
☎090-7853-3443

当日参加可・見学自由 無料

14:00 16:30 紙の葉っぱのミュージアム 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

無料（ラミネートして持ち
帰る場合は300円）

19:00 20:30 歎異抄の勉強会 あつまるスタジオ
古典を学ぶ会
☎070-1369-7141（三浦）

見学自由 無料

〒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

お問い合わせ先



　

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

11日（日） 9:00 15:00 マルシェえん
みんなの広場　カオカ
オ

えんの会
☎090-7604-4486（矢野）

当日参加可 無料

10:00 11:00
「家族のきずな」表彰式
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

みんなのホール
岐阜市教育者道徳研究会
☎058-245-6692

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

10:00 11:00 みんな　de　えほん おどるスタジオ
任意団体ハッピー・ハーモニー
happyharmony4gifu@gmail.com

事前募集・当日参加可 100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

18:30 20:30 あいみょんの問いかけとブッダのアドバイス 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

12日（月）
①10:10
②11:00

①10:50
②11:45

北村サークル
①エアロビクス（40分）・②ＺＵＭＢＡ（45分）

おどるスタジオ
北村サークル
☎090-3456-3380

事前募集
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 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1,800円～

10:30 15:30 あかちゃん撮影会 あつまるスタジオ
やまきたともか
☎058-372-3378

事前募集
3,000円・SNS等への写真
掲載不可の場合4,000円

13日（火） 10:00 11:50 岐阜市読書サークル協議会　文学講座 みんなのホール
岐阜市読書サークル協議会
☎058-276-6041

事前募集 年額4,000円

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスのレッスン 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
http://gifuscdc.main.jp
gifuscdc.info@gmail.com

見学自由 無料

20:00 21:00 BLAZE DANCE STUDIO おどるスタジオ
BLAZE
☎090-7952-4991

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

14日（水） 10:15 11:30 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus かんがえるスタジオ
Sunny Circus　松田友希
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800円

10:30 11:30
ママとベビーのワクワクヨガ
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

おどるスタジオ
Angel Ring
☎090-1628-6386（棚橋）

事前募集 1,000円

13:00 15:00 己書心和道場 あつまるスタジオ
己書心和道場
☎080-4309-7250

事前募集・当日参加可・
見学自由

2,200円

13:00 16:00
フラワーアレンジメント
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

あつまるスタジオ
Le.Violette
☎090-7686-9898（白木）

事前募集・見学自由 3,600円

13:30 15:00 みさと笛　練習 かんがえるスタジオ
現代邦楽会みさと笛岐阜雅の会
☎090-3952-2886（藤本）

見学自由 無料

18:00 19:30 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

15日（木） 10:00 11:30 絶対に知っておきたい終活7つのポイントとその準備 あつまるスタジオ
日本エンディング協会
☎0120-481-743

事前募集・当日参加可 無料

10:15 12:30 おさなごはっけんくらぶ かんがえるスタジオ
岐阜友の会
☎090-8317-7682（杉村）

当日参加可 300円

10:30 11:30 朝ヨガベーシック おどるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご
持参ください

体験500円・月謝割有

①14:00
②16:00

①15:00
②17:00

①キャッシュレス決済を勉強しよう・②スマホで読書を
してみよう

かんがえるスタジオ
ドコモショップ岐阜店
☎0120-643-767

事前募集・当日参加可 無料

18:00 20:50 楽笑会　己書　体験会と幸座 かんがえるスタジオ
楽笑会　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

初体験1,000円・大人2,000
円・小人1,000円・筆ペン
貸し出し販売あり

1日（木）～4日
（日）

9:00
21:00（4日
は17:00）

岐阜市＆山県市共同写真展 ドキドキテラス
岐阜市観光コンベンション課
☎058-265-3984

観覧自由 無料

7（水）～12
（月）

9:00
17:00（12日
は15:00ま

で）
ぎふ水墨画展 みんなのギャラリー

荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

観覧自由 無料

30日（水）～10
月4日（日）

9:00（30日
は13:00）

21:00（4日
は17:00）

第51回萌土展（ほうどてん） みんなのギャラリー
萌土社　菅原
☎0581-27-2879

観覧自由 無料

15（木）～26
（月）

9:00 17:00
第28回　重要無形文化財保持団体秀作展　日本の伝
統美と技の世界

みんなのギャラリー
美濃市教育委員会人づくり文化課
☎0575-35-2711（代）

観覧自由 無料

火（祝祭日・休
館日除く）

13:00 17:00 岐阜市ビジネスチャレンジ支援　経営相談窓口
2階　レファレンスカウン
ター

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料

木（祝祭日・休
館日除く）

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　レファレンスカウン
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
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　レファレンスカウン
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。


