
　

５　月　１１～２０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

11日（土） 9:30 18:00 多文化交流フェスタ in メディコス
ドキドキテラス
みんなのホール

（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

予約不要 無料

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日（日） 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

13日（月）
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
☎070-5332-8746

事前募集 500円

10:00 15:30 ウィルネス　サミット　in 岐阜 かんがえるスタジオ
ドテラジャパン　長野
☎090-8735-1188

当日参加可 無料

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～

10:30 12:30 愛する力を身につける講座 あつまるスタジオ
ママエイド事業部（佐藤）
☎058-215-9238
☎090-1474-6312

当日参加可 500円

13:30 15:00
初めての朗読
「君たちはどう生きるか」を読んでみよう

あつまるスタジオ
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 おどるスタジオ
Hálau 'O Ku'uleialohamaikalá
aco.kuuleialoha@gmail.com

事前募集・見学自
由

無料

19:00 21:00 荒井水墨画教室 つながるスタジオ
荒井水墨画教室
https://araisuibokuga.amebaownd.com

関係者

14日（火） 10:00 11:30 ベビーマッサージ おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8746

事前募集 500円

10:00 11:50 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 14:50 読書サークル協議会文学講座　古典文学講座 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

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 おどるスタジオ
（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

15:30 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L'amour
☎090-6595-4195

事前募集
フラワーアレンジメン
ト3,500円・プリザーブ
ドフラワー4,500円

15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 13:00 暮らしのマネーセミナー かんがえるスタジオ
武市
☎090-9903-9072

事前募集・当日参
加可

無料

10:10 11:45 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・見学自
由

１回800円・6回チケッ
ト4,000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

10:30 12:00 美文字＆絵手紙レッスン あつまるスタジオ
瑛泉書の会
☎090-2687-6583（河口）

事前募集・当日参
加可・見学自由

2,300円

12:00 14:00 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

材料費（お花代）・飲
み物代3,500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

16日（木） 10:00 11:00 チャイルドヨガマッサージたいそう つながるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 500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・二胡をお持ち
の方はご用意くださ
い

14:00 15:30 HAIKU COSMOS（英語俳句の会）
2階　つながる読書の
へや

英語俳句の会
☎058-252-2768（吉村）

当日参加可・見学
自由

無料

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

当日参加可 無料

15:00 18:00 空き家セミナー・相談会 つながるスタジオ
NPO岐阜空き家・相続共生ネット
☎058-253-5255

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  

５月１１日（土）・１２日（日） ★みんなの森に大集合 ～あんなコト、こんなコト、できちゃうかも～  

楽しいステージイベントや ワークショップ、体験コーナーなど、全館あげての盛りだくさんの企画です。 

 ◆ 5月11日（土） 多文化交流フェスタ in メディコス 

 ◆ 5月12日（日） みんなの森に大集合ーあんなコト、こんなコト、できちゃうかもー 



　

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

19:00 20:30 人間関係は言葉で決まる！ブッダの明かした言葉のチカラ かんがえるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169

事前募集・当日参
加可・見学自由

無料

20:00 21:00 ピラティスグループレッスン おどるスタジオ
ピラティスルームスミカ
☎080-3628-1771（堀江）

当日参加可 1,000円

17日（金） 9:00 12:00 手話勉強会 おどるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

当日参加可・事前
連絡要

無料

10:00 11:30 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
☎090-1101-1586

事前募集・当日参
加可

受講料500円

13:00 21:00 浴衣パフォーマンス かんがえるスタジオ
着付けクラブ
☎090-1784-6080

当日参加可・見学
自由

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

1,000円

19:15 20:05 ヨガレッスン つながるスタジオ
リフレッシュ＆リチャージ
☎090-5638-5268へSMをください

事前募集 1,500円

18日（土） 10:30 11:30 篠笛の体験 つながるスタジオ
現代邦楽会　みさと笛岐阜雅の会
misato253310@gmail.com
☎090-3952-2886

事前募集・当日参
加可・見学自由

500円

10:00 15:00 第2回　楽足楽歩　足が支える健康フェスタ かんがえるスタジオ
足を考える会　Gi-Foot
☎058-262-3966（広瀬本店）

当日参加可 無料

13:30 15:00 法律・福祉の生活セミナー あつまるスタジオ
NPO Lifeあんしんねっト
☎090-4858-0740（クワバラ）

当日参加可 無料

①15:30
②17:30

①17:00
②18:30

CHISAフラメンコスタジオ La Chispa発表会 みんなのホール
ラ・チスパ
estudio_la_chispa@yahoo.co.jp
☎090-6461-6342

事前募集・当日参
加可

全自由席2,000円

16:00 18:00 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

19日（日） 9:00 11:00 ピラティスグループレッスン つながるスタジオ
ピラティスルームスミカ
☎080-3628-1771（堀江）

当日参加可 1,000円

①10:00
②11:00
③12:00

親子で「草もちづくり」 ドキドキテラス
岐阜レクリエーション指導者協議会
☎058-262-1470（河合）

当日参加可 300円

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

事前募集・空きあ
れば当日可

3,000円・SNS等に写
真掲載不可の場合
4,000円

13:00 15:00 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

当日参加可・見学
自由

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

20日（月） 10:00 11:15 ほっぺのお遊び会 かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 500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～

13:30 15:00
初めての朗読
「君たちはどう生きるか」を読んでみよう

あつまるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

19:00 21:00 荒井水墨画教室 つながるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

関係者

1（水）～6日（月） 10:00 16:00
笑ってる会　絵てがみと水彩画
　※会場で毎日、体験教室（絵を描く）開催

みんなのギャラリー
横山　寿美子
☎090-3951-9784

観覧自由 無料

15日（水）～19日
（日）

10:00
18:00

（19日は16:00ま
で）

第72回示現会　岐阜巡回展 みんなのギャラリー
一社）示現会　岐阜支部
☎058-262-3801

観覧自由 無料

月・水 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・当日参
加可

要問合せ

火・木 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・当日参
加可

要問合せ

金 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・当日参
加可

要問合せ

土日祝（11日は
除く）

10:30 11:45 モーニングイベント「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

火・水・木・金 14:00 14:45
言語くらぶ
（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 19:00 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（11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（11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（12日～） 15:00 16:00 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

月・火・水・金
（15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
（11、12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

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。


