
　

１２　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（火） 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

2日（水） 9:00 12:00 三味線練習 あつまるスタジオ
三味線奏の会
☎090-7314-8366（松原）

当日参加可 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
☎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

14:00 15:30 令和2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
FAX058-265-1020

当日参加可 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

3日（木） 10:00 12:00 ウォーキングレッスン おどるスタジオ
（株）スクエア
☎090-9022-6410

事前募集・当日参加可・
見学自由

3,000円

10:00 12:00 くもんの先生　説明会 あつまるスタジオ
公文教育研究会
☎0120-834-414

事前募集 無料

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

事前募集 体験500円・月謝割有

12:30 13:30 中高年向け　軽体操＆肩・腰ストレッチ 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・空きあれば当
日参加可

1,500円

13:00 16:00 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

13:30 15:30 福祉関係者向け成年後見制度理解促進研修会 みんなのホール
岐阜県社会福祉協議会
☎058-274-7143

関係者

17:00 19:00 岐阜県産品　ブラッシュアップ事業　説明会セミナー かんがえるスタジオ
（株）岐阜県商品開発研究所
hello@gpdl2020.com
☎0575-46-8877（担当：三輪）

事前募集 無料

4日（金） 10:30 11:30 やさしいヨガ教室 おどるスタジオ
ヨガラボ
ayozx56009@yahoo.co.jp

事前募集 1,000円

5日（土） 10:00 13:00 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

見学自由 無料

14:00 16:00 大人のためのペーパーリーフアート講座 おどるスタジオ
岩越　昌文
☎090-9896-6078

事前募集・当日参加可・
見学自由

参加費500円

6日（日） 10:00 13:00 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

見学自由 無料

①10:30
②13:30
③16:00

①12:00
②15:00
③17:30

子供ロボットプログラミング大作戦 かんがえるスタジオ
勉強禁止！子供ロボットプログラミング塾
https://www.roboprojuku.com
☎058-338-0587

事前募集 参加費2,000円

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（当日は080-2655-4038）

見学自由 無料

7日（月） 10:30 11:30 産後バランスボール（免疫力ｕｐ！！） 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

8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

10:00 12:00 子育て勉強会スマイル（親子ふれあい遊び） 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 15:00
子育て勉強会スマイル（10:00～11:00赤ちゃんマッ
サージ・11:00～15:00子育て相話）

つながるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

10:20 11:30
Sun Son English♪（0～3才楽しく学ぶ親子えいごクラ
ス）

おどるスタジオ
Sun Son English♪（sae）
sae00329@gmail.com
http://ameblo.jp/33eigo/

事前募集 1,600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

①14:00
②16:00

①15:00
②17:00

①スマホのカメラで本格的な写真を撮ろう・②スマホで
音楽を聴こう

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

15:15 17:00 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

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

9日（水） 10:00 11:00
スコーレ家庭教育セミナー　気づいてあげたい　子ど
もの心のSOS

かんがえるスタジオ
（公社）スコーレ家庭教育振興協会スコーレ
東海事務所
☎058-216-3700

事前募集・当日参加可 受講料500円

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

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

事前募集・見学自由 3,600円

14:00 15:30 令和2年度　第3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
FAX058-265-1020

当日参加可 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

10日（木） 9:00 13:00 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

10:15（受付
10:00～）

12:00頃 知って得する暮らしのマネーセミナー かんがえるスタジオ
担当：武市
☎090-9903-9072

事前募集 無料

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

事前募集 体験500円・月謝割有

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

当日参加可・見学自由 無料

11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

10:00 12:00 美姿勢レッスン あつまるスタジオ
Wellness calla
☎090-5623-7340（鈴木）

事前募集・見学自由 2,000円

〒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

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

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

13:30 20:30 虹色に輝く「おとなのキャリア」支援事業個別相談会 つながるスタジオ
NPO法人おとなのキャリア支援室
☎090-7866-8880

事前募集 500円

12日（土）
①11:00
②14:00

①11:20
②14:20

クリスマスのおはなし会（0～3さい向け） 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

13:00 16:00 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

見学自由 無料

13:30 17:30 虹色に輝く「おとなのキャリア」支援事業個別相談会 つながるスタジオ
NPO法人おとなのキャリア支援室
☎090-7866-8880

事前募集 500円

19:00 20:15 ヨガ つながるスタジオ
A.Yヨガ
ay.yoga@gmail.com

事前募集 1,500円／1回

①15:00
②19:00

ぎふ演劇シーズン2020　劇団ラッキー・キャッツ公演
「パーゴラの碑の下で」

みんなのホール
実行委員会事務局
☎058-268-1050

前売り・空きあれば当日
可

一般1,500円（当日1,800
円）・学生1,000円（当日
1,200円）

13日（日） 11:00 11:30 クリスマスのおはなし会（4さい～小学生向け） 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

①11:00
②15:00

ぎふ演劇シーズン2020　劇団ラッキー・キャッツ公演
「パーゴラの碑の下で」

みんなのホール
実行委員会事務局
☎058-268-1050

前売り・空きあれば当日
可

一般1,500円（当日1,800
円）・学生1,000円（当日
1,200円）

①12:15
②13:00

①12:50
②13:45

①おなか引きしめピラティス
②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本800円・2本1,500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

14:00 15:30 一緒に話そう！防災 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 無料

14:00 15:45 健康太極拳 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

1,800円

16:00 19:00 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

見学自由 無料

18:30 20:30 20代で捨てるべき3つの悩みのタネ かんがえるスタジオ
仏教ってなに？
☎090-1284-8658

当日参加可 無料

14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
Sunny Circus　松田友希
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800円

10:30 11:30 産後バランスボール（運動不足解消・産後シェイプup） 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～

13:00 14:30 エンディングノート作成講座 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

15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

10:00 16:00
Zoom教室～オンライン帰省～（withコロナ対策）
①１部（10:00～12:00）・②２部（13:30～15:30）・③質問
会（16:00～16:30）

かんがえるスタジオ
ソフトバンク西鏡島
☎058-255-5030

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

10:30 15:00 あかちゃん撮影 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等の写真掲
載NGの場合は4,000円

13:00 14:50 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

18:00 20:00 ドイツ語講座 あつまるスタジオ
岐阜日独協会
☎058-387-4596（青谷）
☎090-8866-3521（小栗）

当日参加可・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

4日（金）～6日
（日）

9:00（4日は
13:00）

21:00（6日
は17:00）

ポスターグランプリ in ぎふ みんなのギャラリー
岐阜県印刷工業組合
☎058-295-4831

観覧自由 無料

7日（月）～11
日（金」

9:00（7日は
11:00）

21:00（11日
は15:00）

人権パネル展 ドキドキテラス
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119（内線6371）

観覧自由 無料

8日（火）～11
日（金）

9:00
20:00（11日
は17:00）

東海学院大学子ども発達学科卒業制作展覧会 みんなのギャラリー
東海学院大学（廣瀬）
☎058-382-2200

観覧自由 無料

12（土）～13
（日）

9:00（12日
は13:30）

17:00 クルマの児童画コンクール作品展 みんなのギャラリー
（一社）岐阜県自動車整備振興会
企画課　堀野　悟
☎058-279-3721

観覧自由 無料

火（祝祭日・休
館日除く）

13:00 17:00

木（祝祭日・休
館日除く）

14:00 19:30

第4土曜
①10:00
②13:00

①12:00
②18:00

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。

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


