
　

８　月　２１～３１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

21日（水） 10:00 11:20 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 500円

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

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

13:45 15:00
汗だく・爽快・ストレス発散—バランスボールエクササイズ—
ミカ's ブートキャンプ

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　ミカ（藤
田）
uchimika8739@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日可

大人2,500円（当日参
加2,800円）

13:30 16:30 燦餐の会 かんがえるスタジオ
燦餐の会
☎090-7684-2899（野村）

事前募集・当日参加可 600円

17:15 19:45 エステ体験 つながるスタジオ
徳田
☎090-9443-0716

事前募集・当日参加可・
見学自由

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

22日（木） 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

10:30 11:30 ママのためのヨガ かんがえるスタジオ
ぎふママカレッジ
gifumamacollege@gmail.com

事前募集 500円

13:15 14:45 Curu-Rino ワークショップ　紙や布を使った小物入れ作り あつまるスタジオ
雑貨ゆかし
☎090-7035-1200（棚林綾女）

事前募集・当日参加可・
見学自由

材料費500～1,500円

13:30 15:00 オレンジカフェ 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
無料・飲み物希望の
場合は100円

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

15:30 18:00 空き家セミナー　空き家相談会 あつまるスタジオ
NPO岐阜空き家・相続共生ネット
☎058-253-5255

当日参加可 無料

23日（金） 9:30 12:00 骨盤調整体験　骨盤は体の土台です（1人約15分） あつまるスタジオ
カイロプラクティック　輪来
☎090-1754-6123

事前募集・当日参加可 500円

10:00 11:30 己書心和道場 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

2,000縁、初回・子供半
額

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

13:30 14:30 地球と繋がる全国チャリティーヨガイベント「Earthing girl」 かんがえるスタジオ
YOGA shantiA
☎0584-64-6776

事前募集・見学自由
1,000円（募金）・小学
生以下無料

13:30 15:30 夏休み 群読の一日～群読ワークショップ～ おどるスタジオ
岐阜市立図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

14:00 15:30 エンディングノート作成講座　初級編 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

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

19:30 20:30 地球と繋がる全国チャリティーヨガイベント「Earthing girl」 かんがえるスタジオ
YOGA shantiA
☎0584-64-6776

事前募集・見学自由
1,000円（募金）・小学
生以下無料

24日（土） 10:15 18:45 カードゲーム限界都市の体験会 つながるスタジオ
（一社）Do It Yourself
☎090-1820-9366（東　善朗）

見学自由 無料

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・空きあれば当
日可

3,000円・SNS等に写
真掲載NGの場合は
4,000円

13:00 「ホストタウンウィーク2019」コートジボワールデー ドキドキテラス
岐阜市国際課ホストタウン推進課
☎058-214-6125
FAX 058-265-4121

観覧自由 無料

14:00 16:00 ペーパーリーフアート講座 かんがえるスタジオ
ペーパーリーフアート倶楽部
rock.e.planning@gmail.com

事前募集・当日参加可・
見学自由

参加費500円

18:30 20:30 仏教ってなに？ あつまるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

当日参加可・見学自由 無料

19:00 20:00 「憲法改正、賛成？反対？」 かんがえるスタジオ
幸福実現党　岐阜県本部
☎080-3627-9332（野澤）

当日参加可・見学自由 無料

25日（日） 10:30 12:00
本de子育てカフェ　～中高生編～
「はやみね先生、読書への入口ってどこですか？」

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

10:30 13:30 ～天然の香り体験～ あつまるスタジオ
art-salon凛華（長野）
☎090-7319-2829

当日参加可・見学自由 無料

12:00 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

当日参加可・見学自由 無料

13:00 「ホストタウンウィーク2019」カナダデー ドキドキテラス
岐阜市国際課ホストタウン推進課
☎058-214-6125
FAX 058-265-4121

観覧自由 無料

14:00 15:00 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

14:00（13:30受
付）

17:00 ゴスフェス岐阜ワークショップ かんがえるスタジオ
ゴスフェス岐阜
facebook「ゴスフェス岐阜」で検索
gosfesgifu@gmail.com

当日参加可・見学自由
2,000円・中高生1,000
円

16:00 17:00 税の使われ方・岐阜市政＆議会報告会 あつまるスタジオ
岐阜市議会議員　和田　直也
office@wada-naoya.jp

見学自由 無料

26日（月） 10:00 11:30 親子ふれあいセミナー「怒ると叱るはどう違う？」 おどるスタジオ
（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／1組

①10:15
②12:30

①11:30
②13:30

①ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus
②ベビーサイン＆歯固めジュエリーの会

あつまるスタジオ
Sunny Circus（松田友希）
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集
①2,800円・②2,000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1,500円～

18:30 20:30 山女子クラブ岐阜校　安全登山教室 つながるスタジオ
山女子クラブ岐阜校
☎090-8734-2308（山本邦雄）

当日参加可 資料代1,000円
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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 21:00 能の自主稽古会 おどるスタジオ
山口
☎090-7305-6425

事前募集・当日参加可・
見学自由

1,000円

27日（火）

28日（水） 9:00 10:00
ピラティスグループレッスン―柔軟な背骨づくりのエクササ
イズ―

おどるスタジオ
yuri
☎090-4118-1369

事前募集・当日参加可・
見学自由

1,000円

10:00 11:45 令和元年　高年齢者給付金等説明会 かんがえるスタジオ
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
岐阜支部

当日参加可 無料

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

事前募集 2,800円

10:30 11:30 ココカラバランスボール おどるスタジオ
ココカラバランスボール
☎090-4087-6929

事前募集 初回1,000円

10:30 12:00 美文字レッスン あつまるスタジオ
瑛泉書の会
☎090-2687-6583

事前募集・見学自由 2,300円

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

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

18:15 20:45 エステ体験 つながるスタジオ
徳田
☎090-9443-0716

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

19:00 21:00 ユキ　ヨガレッスン おどるスタジオ
ユキ・ヨガレッスン
☎090-2684-3458

当日参加可 1,000円

29日（木） 10:00 11:30 （一社）岐阜北法人会　改正税法説明会 みんなのホール
（一社）岐阜北法人会
☎058-262-6181（松尾）

当日参加可・見学自由 無料

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

事前募集・当日参加可・
見学自由

1,500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 初回1,000円

10:30 11:30 ♪心の中を整理整頓♪　カラーセラピー体験会 つながるスタジオ
色彩サロン★カナリヤ
☎050-7115-8028

事前募集・当日参加可 1,000円

13:00 15:00 荒井デッサン教室 あつまるスタジオ
荒井水墨画教室
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

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

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

14:00 15:30
特別支援学級、特別支援学校の子のためのシュタイナー
芸術教育　夏休み体験講座

つながるスタジオ
にじのわ会
☎090-1746-9943

事前募集 教材費1,000円

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
見学無料・事前にお問
い合わせ下さい

19:00 20:30 おとなの夜学
2階　南東スペース（み
る・きくシート　奥）

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 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）

事前募集・当日参加可 1,000円

30日（金） 9:10 16:30 笑い文字　一日講座 つながるスタジオ
笑い文字（國江）
☎090-2779-1698

事前募集 27,000円

10:15 12:30 おさなご発見くらぶ あつまるスタジオ
岐阜友の会
☎090-9947-4140（服部）

事前募集・当日参加可・
見学自由

300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（棚橋）
☎090-1628-6386

事前募集・空きあれば当
日可

1,000円

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

31日（土） 10:00 16:00 岐阜市子育て学びフィールド
みんなのホール・各ス
タジオ

岐阜市幼児教育課
☎058-214-7124

当日参加可 無料

13:15 「ホストタウンウィーク2019」ジャパンデー ドキドキテラス
岐阜市国際課ホストタウン推進課
☎058-214-6125
FAX 058-265-4121

観覧自由 無料

14:00 15:30
幼児教育セミナー「非認知能力の育て方～心の強い幸せ
な子になる0～10歳の家庭教育～」

みんなのホール
岐阜市幼児教育課
☎058-214-7124

事前募集 無料

20（火）～25日
（日）

10:00（20日は
13:00）

18:00（25日は
16:00）

グループ　游（ゆう）展 みんなのギャラリー
グループ游
☎058-371-0783

観覧自由 無料

24日（土）～9月1
日（日）

12:00 17:00 「ホストタウンウィーク2019」ホストタウンパネル展 ドキドキテラス
岐阜市国際課ホストタウン推進課
☎058-214-6125
FAX 058-265-4121

観覧自由 無料

28（水）～31日
（土）

9:00
（28日は13:00）

20:00 虹の会作品展 みんなのギャラリー
鶯谷　秀夫
☎090-7029-3629

観覧自由 無料

毎日 10:30 11:45
モーニングイベント
「カイ ノン カイ」＆「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

月・火・水・木・金
（27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4木曜（22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 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 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 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 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
（21、27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
（25、31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

火・木 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。

休　　館　　日


