
　

１　月　の　催　し　物

９　月　２１　～　３０　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

22日（土） 10時30分 12時00分 岐阜市立女子短期大学公開講座 かんがえるスタジオ
岐阜市立女子短期大学
☎058-296-3131

事前募集 1,000円

13時00分 14時30分 岐阜市立女子短期大学公開講座 かんがえるスタジオ
岐阜市立女子短期大学
☎058-296-3131

事前募集 1,000円

17時30分 19時30分
映画「リーディング～エドガーケイシーが遺した、人類の
道筋」「地球蘇生プロジェクト」同時上映

かんがえるスタジオ
巫女ノ手
mikonote2@gmail.com
☎090-8177-3460

事前募集・空きあれ
ば当日可

1,700円

23日（日）
① 9時15分
②10時10分

①10時00分
②10時45分

ヨガレッスン おどるスタジオ
リフレッシュ＆リチャージ
☎090-5638-5268

事前募集 1,000円

9時45分 13時00分 ひっかきお絵かき教室 あつまるスタジオ
歌って元気になる会
☎090-6101-1688（増谷（マスヤ））

事前募集・当日参加
可・見学自由

2,000円

10時00分 11時30分 婚活イベント つながるスタジオ
はなしま専科
☎080-3774-6351

事前募集・当日参加
可

男4,980円・女500円

①10時00分
②15時00分

①12時00分
②17時00分

やってみよう！ふれてみようプログラミング！！ かんがえるスタジオ
ボラネット
☎058-293-3393（齋藤）

事前募集・空きあれ
ば当日可

無料

13時00分 15時00分 スマイル　サクソフォン　コンサート みんなのホール
スマイル　サクソフォン　アンサンブル
☎058-213-3085（宇野）

事前募集・空きあれ
ば当日可

無料

①13時30分
②15時30分

①15時00分
②17時00分

婚活イベント あつまるスタジオ
はなしま専科
☎080-3774-6351

事前募集・当日参加
可

男4,980円・女500円

14時00分 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

14時00分 16時00分 楽しく生きる おどるスタジオ
SHINY
☎058-372-5300
火13:00～20:00・木日13:00～18:00

当日参加可 無料

14時00分 16時30分 てにておラジオ公開収録
南口正面階段西側
のスペース

てにておラジオ
teniteo.radio@gmail.com

観覧自由 無料

24日（月） 10時00分 11時30分 声楽発表会 みんなのホール
トヨダ音楽教室
☎058-264-4622

当日参加可 無料

10時00分 12時00分
ぎふバウンスパーク２０１８（サブ会場・ワークショップ・骨
盤補正）

かんがえるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会　岐阜
支部
s3.sangocare@gmail.com

当日参加可・見学自
由

無料

10時00分 14時00分
ぎふバウンスパーク２０１８～笑顔あふれる人生を送る事
業～

ドキドキテラス
（一社）体力メンテナンス協会　岐阜
支部
s3.sangocare@gmail.com

当日参加可・見学自
由

無料

15時00分 17時30分
Duncan Dance in Gifu
ダンカンダンスを体験してみませんか？

おどるスタジオ
メアリー佐野
info@duncandance.org
☎080-6596-5390

当日参加可 2,000円

1部17時00分
2部19時00分

（開場16時30分）
20時30分 月の砂漠　Bellydance Show in Gifu みんなのホール mina.dantela@gmail.com

事前募集・空きあれ
ば当日可

前売3,500円・当日4,000
円

19時00分 21時00分 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.co
m

見学自由 無料

25日（火）

26日（水） 10時00分 12時00分 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時30分 12時30分 ライフオーガナイズ　お片づけセミナー つながるスタジオ
伊藤
c.hchiha37@gmail.com
☎090-3382-2296

事前募集・当日参加
可

2,000円

16時30分 18時30分 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
☎090-6595-4195

事前募集
生花3,500円・プリザ
4,500円

17時00分 19時00分 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

27日（木） 10時00分 16時00分 日本コロムビア中部ブロック県支部大会 みんなのホール
近代詩吟照風流
☎0583-71-2667（宗家　田中照風）

観覧自由 無料

10時15分 11時45分 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
https://mommys-
hug.amebaownd.com

事前募集・見学自由 １回800円・6回分4,000円

10時30分 11時30分 骨盤ボディメイクレッスン おどるスタジオ
インストラクター名aco
☎090-1782-0213

事前募集 1,000円

13時30分 15時50分 岐阜県退職公務員連盟　女性部「交流の広場」 かんがえるスタジオ
岐阜県退職公務員連盟　女性部
☎0585-45-3981（竹中）

当日参加可・見学自
由

参加費500円

18時15分 20時45分 Halau Hula 'O Ka Lei Nani おどるスタジオ
Halau Hula 'O Ka Lei Nani
☎090-8543-1748（加藤）

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円・体験は無料

28日（金） 10時00分 11時45分 高年齢者等給付金説明会 かんがえるスタジオ
独立行政法人　高齢・障害・求職者
雇用支援機構
☎058-265-5823

当日参加可 無料

10時30分 11時30分 ママとベビーのワクワクヨガ つながるスタジオ
Angel Ring
☎090-1628-6386（棚橋）

事前募集・空きあれ
ば当日可

1,000円

13時00分 15時00分 荒井水墨画サークル かんがえるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.co
m

見学自由 無料

13時30分 14時30分 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

休　　館　　日

９月３０日（日）　メディコスまつり　「フム・ドキ・ワイワイ」　　　　　　♪詳しくはチラシまたはホームページをご覧ください♪

 

住所      〒500-8076 岐阜市司町40番地5 
 

開館時間   9時00分～21時00分（中央図書館は20時00分まで） 
 

休館日     毎月最終火曜日 及び 年末年始（12/31～1/3） 
 

お問い合せ先   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 



　

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時30分 15時30分 知恵創活講座 つながるスタジオ
NPO法人知恵創り協会
☎090-9890-8216

事前募集 全３回3,000円

19時00分 20時30分 ぎふまちライブラリー　秋の植本祭 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

19時00分 21時00分 ペアフラメンコ　セビジャーナス 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

30日（日） 9時30分 20時30分 メディコスまつり フム・ドキ・ワイワイ 全館
市民活動交流センター
☎058-264-0011

14時00分 15時30分 第２回　本でウォークラリー
２階　つながる読書
のへや

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

21日（金）～22日
（土）

10時00分 19時30分 ぎふ　ささえあいフェスタ２０１８ 全館
日本福祉用具供給協会
☎058-377-2986

申込不要 無料

第3木 19時00分 20時30分 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）

第1･2･4･5土日 13時15分 13時45分 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

第3土日 13時15分 13時45分 HELLO! ENGLISH　"BIG KIDS" 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時00分 15時45分 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 15時00分 16時00分 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 16時00分 16時45分 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

平日
（5、19日は除く）

10時30分 10時50分 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

土日祝
（1、8、15、16、23日

は除く）
14時00分 14時30分 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。

詳しくはチラシをご覧ください


