
　

４　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（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1,500円～

17:00 19:00 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

2日（火） 10:00 11:00 女性のためのピラティスグループレッスン おどるスタジオ
yuri
☎090-4118-1369

当日参加可・見学自
由

1,000円

10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座　現代文学講座 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

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

13:00 17:00 キッズアカデミー　無料親子イベント かんがえるスタジオ
（株）TOEZ
キッズアカデミー
☎03-5643-7773

事前募集 無料

15:00 19:00 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

3日（水） 9:00 12:00 邦楽・三味線　奏の会 あつまるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366

見学自由 無料

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

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

18:30 20:00 ドイツ語講座 つながるスタジオ
岐阜日独協会
☎058-387-4596（青谷）

当日参加可・見学自
由

無料

4日（木） 14:00 16:00 社交ダンス練習 おどるスタジオ
エミ・コスモス会
☎090-3857-7292

当日参加可 無料

19:00 21:00 神門耳ひっぱり＆波動クリーム体験会 つながるスタジオ
ファイトケミカル研究会
☎090-2570-0938

事前募集・当日参加
可

800円

5日（金） 9:00 12:00 手話勉強会 つながるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

当日参加可・事前連
絡要

無料

9:00 13:00 知ってトクする　く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

①  9時15分
② 12時30分

①10時15分
②13時00分

新規採用調理嘱託員研修会 みんなのホール
岐阜市学校保健課
☎058-214-2363（寺田）

関係者

① 10時00分
② 13時15分

① 12時00分
② 15時15分

②栄養教諭・学校栄養職員・調理員研修会 みんなのホール
岐阜市学校保健課
☎058-214-2363（寺田）

関係者

10:30 12:00 知ってトクするくらしのマネーセミナー かんがえるスタジオ
武市　進
☎090-9903-9072

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

1,000円

6日（土） 10:00 12:00 タッピングタッチ基礎講座A つながるスタジオ
認知症予防ネット岐阜
☎090-1099-8549（川本）

事前募集 3,000円

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

15:00 17:00 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

7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

9:00 12:00 バイオリン合奏練習 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

13:30 16:30
TREASURE MAPPING WORKSHOP 2019 APRIL
トレジャーマッピングワークショップ～あなたの中の宝ものに出会う
旅をご一緒に！～

あつまるスタジオ
yaeyamabuki
yaeyamabuki.gifu@gmail.com

事前募集
5,000円（お菓子・紅
茶・材料費込み）

14:00 19:00 カードゲーム「限界都市」体験会 つながるスタジオ
ゲーム限界都市実行委員会
☎090-1820-9366

当日参加可・見学自
由

無料

18:00 21:00 仏教ってなに？ 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

8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

12:30 15:30 ～天然の香り体験～ あつまるスタジオ
長野
☎090-7319-2829

当日参加可・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（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  



　

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

17:00 19:00 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
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

9日（火） 9:30 10:30 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

10:00 11:00 女性のためのピラティスグループレッスン おどるスタジオ
yuri
☎090-4118-1369

当日参加可・見学自
由

1,000円

10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座　歴史講座 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 ママヨガ つながるスタジオ
yuju yoga
☎090-4448-7675（村田）

事前募集・当日参加
可・見学自由

初回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
☎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

10日（水） 10:00 12:00 スマイル（子育て勉強会・手作りおもちゃ） 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 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

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

2日（火）～6日
（土）

10:00
16:00

（6日は15:00）
第13回　花みずきパッチワークキルト展 みんなのギャラリー

花みずき
☎080-5110-5514

観覧自由 無料

2日（火）～8日
（月）

9:00
21:00（8日は

15:00）
世界自閉症啓発デー記念作品展＆発達障がい者理解啓発イベン
ト2019

ドキドキテラス
岐阜市障がい福祉課
☎058-214-2138

参加自由 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

月・火・水・金
（3、17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
（6、13、14、28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。


