
　

１２　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 12:30 折花でつくるクリスマスポップアップカード つながるスタジオ
折花初級インストラクター
lacle.kie@gmail.com
☎090-1476-2506（南園）

当日参加可 材料費500円

10:00 15:00 年賀状撮影会 あつまるスタジオ
久保倉　千明
info@semmei3.com

事前募集 3,900円

10:00 16:00 消防フェスタ2019　～集まれ未来のヒーロー！！～
みんなの広場 カオカオ
他

岐阜市消防本部　消防総務課
☎058-262-7161

事前予約不要 参加無料

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

14:00 16:00 本でウォークラリー 2階　図書館
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料

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

当日参加可・見学自由 700円

2日（月） 10:15 11:30 ベビーサイン＆クラフト教室　Sunny Circus おどるスタジオ
ベビーサイン＆クラフト教室　Sunny Circus
（松田友希）
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800円

17:00 19:00 フラワーアレンジ　１DAY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 参加費3,000円

3日（火） 9:05 9:55 ひめとれポールヨガ おどるスタジオ
河瀬
☎070-3842-4062

事前募集・空きがあれ
ば当日可（事前含めて
最大9名）・見学自由

参加費1人 1,200円

①9:15
②10:15

①10:45
②11:45

己書　筆ペンで文字アートの体験と幸座 つながるスタジオ
己書楽笑元気道場
☎090-8545-7290

事前募集・当日参加
可・見学自由

2,000円・初回体験は1,000円

10:00 11:15 ジュエルキッズ　お遊び会 かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 500円

10:30 11:30 ママとベビーのワクワクヨガ おどるスタジオ
Angel Ring
☎090-1628-6386（棚橋）

事前募集・空きあれば
当日可

1,000円

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

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

18:30 20:30 ドイツ語教室 つながるスタジオ
岐阜日独協会
☎058-387-4596

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

4日（水） 9:00 12:00 邦楽　三味線　奏の会 おどるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366

見学自由 無料

9:00 12:30 ル・リアン開設記念講演会 かんがえるスタジオ
ル・リアン
☎058-201-6330（平下）

事前募集・当日参加
可・観覧自由

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

14:00 15:30 平成31年度　第2回心の輪講座 かんがえるスタジオ
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

当日参加可 無料

16:00 17:30 己書幸座 つながるスタジオ
永井
☎080-4309-7250

事前募集・当日参加
可・見学自由

90分幸座2,000円

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

当日参加可 無料

19:00 20:30
どうして心が寂しいの？孤独の心から抜け出すブッダ
の智恵

つながるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

当日参加可・見学自由 無料

5日（木）
①9:45
②10:45

①10:30
②11:30

親子でランランリトミック おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 500円

10:30 11:15
ママは発音、子どもはリズムで楽しく学ぶ♪シンプル
English♪

あつまるスタジオ
Sun Son English♪
http://ameblo.jp/33eigo/
sae00329@gmail.com

事前募集・当日参加可 1,000円

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

当日参加可・見学自由 無料

13:30 14:50 ベビーマッサージ あつまるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集・当日参加
可・見学自由

500円

14:00 16:15
岐阜市定着率向上支援セミナー　第3回「仕事の現場
を通じて、学び成長する。社員が意欲高く動くためのし
かけ」

かんがえるスタジオ
岐阜市産業雇用課
☎058-214-2358

事前申込が定員に満た
ない場合、当日参加可

無料

19:30 20:30 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 1,000円

6日（金） 10:00 11:30 手話勉強会 おどるスタジオ ひだまりの会 事前募集 無料

10:00 12:00 ハーバリウム・花教室 あつまるスタジオ
アーガマ会
☎058-266-8926

事前募集
1,500円・希望者のみ飾り小
物追加200円

10:00 12:00
Pepperプログラミングコンテスト in ぎふ ～メディアコス
モス決勝大会～

ドキドキテラス
岐阜市教育研究所
☎058-241-2114

観覧自由 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・チケット6回4,000
円

12:10 12:50
エレナ先生による　キッズとママのためのEnglishサー
クル

つながるスタジオ
GLEE英会話サークル
ykakami@gmail.com

事前募集・当日参加可 1,000円

13:00 15:00 仏教講演会 かんがえるスタジオ
アーガマ会
☎058-266-8926

当日参加可 無料

13:30 14:30 体の中からきれいになろうフラダンス おどるスタジオ
大熊
☎090-3887-3700

当日参加可 500円

18:00 20:00 起業講座 あつまるスタジオ
岐阜市創業支援ルーム
☎058-265-2311

事前募集・当日参加可 無料

19:00 21:00 フラメンコサークル おどるスタジオ
ペアフラメンコサークルセビジャーナス
pairflamenco@gmail.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

1h 1,000円・2h 1,500円

7日（土） 10:00 11:00 親子みんなでベビーマッサージ つながるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 500円

10:00 12:00 学研presents 教育カフェ かんがえるスタジオ
学研教室　岐阜事務局
☎058-253-9380

事前募集・当日参加可 無料

〒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（祝日と重なる場合は翌日） 及び

年末年始（12/31～1/3）

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

1２月２２日（日）

テニテオイルミナード２０１９

クリスマスイベント

を開催します♪



　
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

10:00 12:00 ぎふライブラリークラブ　定例がやがや企画会議 協働のへや
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料

14:00 16:00 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
ペーパーリーフアート倶楽部
☎090-9896-6078（岩越）

事前募集・当日参加
可・見学自由

参加費500円

14:00 16:00
岐阜市ビジネスチャレンジ支援セミナー「”売らずして
売る”経営の極意」

かんがえるスタジオ
岐阜市産業雇用課
☎058-214-2358

事前募集 無料

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・見学自由 無料

17:15 19:45 笑い文字　ありがとう＋年賀状講座 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 3,630円

18:00 19:00 第22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・空きがあれ
ば当日参加可

無料

18:00 20:00 独身男女限定～恋するヨガレッスン～ かんがえるスタジオ
NPO法人ユメココサポート
nishimura@yume-coco.net
☎080-1594-9514

事前募集 要問い合わせ

18:00 20:00 みんなの森の天体観望会
みんなの広場　カオカ
オ

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料

8日（日） 10:00 11:30 クリスマススワッグのワークショップ つながるスタジオ
ソレイユ
soleil-sun@yk.commufa.jp
☎090-2779-4168

事前募集・見学自由 3,300円

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

当日参加可・見学自由 無料

13:30 16:30 選択理論共同学習会 つながるスタジオ
ららlabo 鈴木ときよ
https://step-up2011.jimdo.com/
pop.heart.plus@gmail.com

当日参加可 1,000円

13:30 16:30 ひきこもり相談会 おどるスタジオ
岐阜オレンジの会
☎052-459-5116

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

14:00 16:00 令和元年度　第2回　生物多様性シンポジウム かんがえるスタジオ
岐阜市環境保全課
☎058-214-2151

事前申し込み不要 無料

16:00 17:00
みんなの知恵を集めるcafe　 岐阜市の「防災」を考え
る

あつまるスタジオ
岐阜市議会議員　和田直也
office@wada-naoya.jp

当日参加可 無料

18:00 20:30
まちサポトーク2019冬　美味しい食事をみんなにおす
そわけ

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（呼出）

観覧自由 無料

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

当日参加可・見学自由 700円

9日（月） 10:00 11:30 子育てセミナー あつまるスタジオ
家庭倫理の会　岐阜市
☎090-6575-3009

事前募集・当日参加
可・見学自由

未会員のみ500円

10:00 13:00 鈴乃会　着付・和装文化勉強会 かんがえるスタジオ
鈴乃会
☎0574-54-3125

事前募集 無料

10:30 11:30 読み聞かせ おどるスタジオ
岐阜県退職女性校長会
☎0584-81-3769

当日参加可・見学自由 無料

13:00 14:30 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

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

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

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　現代文学講座 かんがえるスタジオ
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 ベビーマッサージ教室と足型アート 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

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・見学自由 初回1,000円

11:30 12:30 産後バランスボール（産後のボディメンテナンス） 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～

13:00 14:50 読書サークル協議会文学講座　歴史講座 かんがえるスタジオ
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

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
☎058-262-1656

見学自由 無料

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
事前募集・当日参加
可・見学自由

楽譜代・笛レンタル料500円

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

16:30 20:30 着付パフォーマンス かんがえるスタジオ
きつけくらぶ
☎090-1784-6080（渡邊）

当日参加可・見学自由 無料

19:00 20:30 大人の夜学 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

7日（土）～8日
（日）

7日　17:00
8日　11:00
8日　15:00

第32回岐阜市民芸術祭演劇の部「バベルの図書館」 みんなのホール
劇団ラッキーキャッツ
☎050-5436-0841（制作代表）

事前募集
一般前売1,800円・学生前売
1,000円等

火・木（24日・
26日・31日は

除く）
18:30 20:30 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 要問合せ

月・水（23日・
25日・30日は

除く）
18:30 20:30 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 要問合せ

金（27日は除
く）

18:30 20:30 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 要問合せ

土日祝（14日・
28日・29日は

除く）
10:30 11:45 モーニングイベント「クリスマス☆オーナメント作り」 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（24日・26

日・30日・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（19
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（14日・28
日・29日は除

く）
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（14日・28日
は除く）

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（29日は除
く）

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（29日は除
く）

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
（17、18、24、
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

火・木（24、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

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。　※12月は、最終火曜日が年末年始と重なるため、24日（火）も休館日となります。
図書館システム入れ替えのため、来年１月１５日（水）～２６日（日）は、２階図書館は臨時休館します。


