
　

１１　月　後　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

16日（木） 10時00分 11時30分
第92回　岐阜市高齢者大学
（ぎふスーパーシニアカレッジ）＜全10回＞

かんがえるスタジオ
高齢福祉課
☎058-214-2173

事前募集 資料代1,000円

10時00分 11時30分 HAIKU COSMOS（英語俳句の会）
2階　つながる読書
の部屋

英語俳句の会
☎058-252-2768（吉村）

当日参加可 無料

10時30分 11時40分 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時00分 15時00分 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
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

13時30分 15時00分 長良川大学講座 みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

13時30分 16時30分 協働のまちづくりセミナー（ぎふスーパーシニアセミナー） かんがえるスタジオ
市民活動交流センター
☎058-264-0011

関係者 無料

18時30分 20時00分 日本語の教え方講座 かんがえるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 無料

17日（金） 9時00分 12時00分 手話勉強会 あつまるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

見学自由 無料

10時30分 11時30分 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
kokokara.barabo@gmail.com
☎090-4087-6929

事前募集・当日参
加可

1,000円

13時30分 14時30分 体の中からキレイになろう　フラダンス おどるスタジオ
体の中からキレイになろうフラダンス
☎090-3887-3700

当日参加可 500円

13時30分 15時30分 使いたくなる気学塾 つながるスタジオ
市民講師女子部ぎふ
☎090-7678-5779（高橋）

事前募集・当日参
加可

4,000円

14時00分 第9回みんなの図書館シアター みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要・当
日13時から整理
券配布

無料

14時00分 16時40分
市民後見セミナー２０１７
「市民が支える「成年後見制度」の展望」

かんがえるスタジオ
NPO法人市民後見センターぎふ
☎090-4407-8376（村木）

当日参加可 無料

18日（土） 9時30分 10時45分 クリスタルヒーリングヨガ つながるスタジオ
クリスタルヒーリングヨガ（山田）
gracia24@ezweb.ne.jp

事前募集・当日参
加可・見学自由

1,000円

10時00分 11時00分 ポールウォーキングセミナー おどるスタジオ
NPO法人なじみのふるさと
☎090-4115-4081

当日参加可・見学
自由

無料

10時00分 16時00分 まちライブラリアン養成講座 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時30分 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

13時30分 15時00分
生活デザイン＆ファッション講座「自分だけのオリジナル
柄（パターン）をつくってみよう」

おどるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

13時30分 16時30分 「信長公ギャラリー」CG映像の解説会 みんなのホール
信長公ギャラリー運営事務局
☎080-8263-8286

事前申込優先・当
日先着順

無料

14時00分 15時00分 メディコスゆるキャラゆるゆるトーク ドキドキテラス
市民活動交流センター
☎058-264-0011

見学自由 無料

15時00分 16時00分 マイ甲冑製作教室第２期の案内及び説明会 つくるスタジオ
岐阜甲冑倶楽部
☎090-2576-2488（廣瀬）

16時00分 17時30分 グリーンを使ったナチュラルリース講座 あつまるスタジオ
アトリエ　ソレイユ
soleil-sun@yk.commufa.jp

事前募集・見学自
由

3,800円

18時00分 19時00分 親子バレエ おどるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

18時30分 19時30分 ネイル中級講座 あつまるスタジオ
日本美作(株)
☎090-5868-6980（松浪）

見学自由 無料

18時30分 20時30分 ラフターヨガ つながるスタジオ
美笑女クラブ
☎070-6412-8853（深尾）

事前募集 1,500円

19日（日） 9時00分 10時00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・当日参
加可

1,000円

9時30分 10時30分 ネイル中級講座 あつまるスタジオ
日本美作(株)
☎090-5868-6980（松浪）

見学自由 無料

10時30分 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

13時30分 15時15分
第１回　シュ・シュ発表会～ダンスと手づくりBagの発表会
～

みんなのホール
シュ・シュ
☎058-227-4089

観覧自由 無料

13時30分 15時30分 音声認識体験会 おどるスタジオ
岐阜音声認識支援研究会
gifuudtalk@yahoo.co.jp
（FAX）058-235-7377

当日参加可・見学
自由

無料

16時00分 18時00分 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（山本）

見学自由 無料

17時00分 18時00分 フラメンコ練習 つながるスタジオ
waka Flamenco
☎080-5102-8485（清水）

当日参加可・見学
自由

無料

18時00分 20時00分 フラメンコ練習 おどるスタジオ
waka Flamenco
☎080-5102-8485（清水）

見学自由 無料

18時30分 20時30分 ラフターヨガ つながるスタジオ
美笑女クラブ
☎070-6412-8853（深尾）

事前募集 1,500円

20日（月） 10時00分 12時00分 暮らしと家計の講習会 かんがえるスタジオ
岐阜友の会（田中）
☎058-384-8374
☎090-4866-0853

事前募集・当日参
加可・託児あり

資料代300円・託
児料250円（要申
込）

19時00分 20時30分
みんなの図書館　おとなの夜学『まちづくり、下から見る
か、横から見るか』

2階　南東読書ス
ペース

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

10時00分 12時00分 荒井素描教室 つながるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

10時30分 11時30分 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

21日（火） 10時30分 11時30分
赤ちゃん連れOK　お一人様OK　バランスボールエクササ
イズ

おどるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会認定
uchimika8739@gmail.com

事前募集 1,500円

13時00分 15時00分
バレトン＆親子ヨガ～保育士による手遊び・読み聞かせ
～

おどるスタジオ
npei.7795.agoy@docomo.ne.jp
☎090-2578-3799（南谷）

事前募集・当日参
加可

1,300円

19時30分 20時45分 リラックスヨガ つながるスタジオ
yoga mukῡ（ヨガ　ムクウ）
yogamukuu@gmail.com

事前募集
1,200円・初回500
円

10時00分 11時50分 平成29年度文学講座　古典文学講座 かんがえるスタジオ
岐阜市読書サークル協議会
☎058-247-9362

事前募集 年額4,000円

13時30分 15時30分 入会説明会（女性向け） かんがえるスタジオ
（公社）岐阜市シルバー人材センター
☎058-240-1245

当日参加可 無料

18時30分 20時00分 日本語の教え方講座 かんがえるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 無料

22日（水） 10時00分 11時30分
第92回　岐阜市高齢者大学
（ぎふスーパーシニアカレッジ）＜全10回＞

かんがえるスタジオ
高齢福祉課
☎058-214-2173

事前募集 資料代1,000円

10時30分 12時00分 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

事前募集・見学自
由

2,500円

 

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 １１月２３日～来年１月２８日 

テニテオイルミナード ２０１７ 



　
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

12時00分 13時30分 ルンルンスマイル　ウォーキングレッスン おどるスタジオ
ルンルンスマイル
https://lunlunsmile.com

事前募集・当日参
加可・見学自由

3,300円

23日（木・祝） 12時30分 見田村千晴さんミニライブ ドキドキテラス
岐阜市ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

観覧自由 無料

10時00分
16時30分～

点灯式
テニテオイルミナード２０１７　点灯式イベント

岐阜市ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

詳細はチラシをご
覧ください

無料

24日（金） 10時00分 12時00分 バランスボールエクササイズ♪ おどるスタジオ
黒木
tomo_balanceball@yahoo.co.jp

事前募集
初回1,000円・通
常1,500円

10時30分 12時30分 野菜・果物セミナー つながるスタジオ
broccoli
☎080-5159-9868（シブヤ）

事前募集 3,000円（税込）

10時30分 11時30分 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

13時00分 15時00分 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
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

25日（土）
受付7時50分～8

時50分
ムーミンレディースマラソン

岐阜新聞・ぎふチャン
www.gifu-np.co.jp/jigyo/moomin17/

事前募集 無料

13時00分 15時00分 親子バレエ おどるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

13時30分 15時00分
生活デザイン＆ファッション講座
「回転アニメで絵を動かそう」

つながるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

13時30分 16時00分 代々木高等学校説明会 あつまるスタジオ
代々木高校関キャンパス
☎0586-23-6186

事前募集・当日参
加可

無料

18時00分 21時00分 着付け教室 つながるスタジオ
着付けサークル
☎058-263-0345

見学自由 無料

26日（日） 9時00分 10時00分 イングリッシュ　キッズダンス つながるスタジオ
ユリダンスセンター
☎090-1233-6367（山本）

見学自由 無料

10時00分 12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
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

12時00分 13時00分 イングリッシュ　キッズダンス つながるスタジオ
ユリダンスセンター
☎090-1233-6367（山本）

見学自由 無料

13時00分 15時00分 音と語りのお話の世界 みんなのホール
音と語りのお話の世界
☎090-8189-5723

事前募集・当日参
加可

参加協力費1,000
円

13時30分 15時00分
岐阜市立図書館人権イベント
「わたしとあなたは同じ色！ほんとうに？」

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

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

18時00分 19時00分 ２０１７　nagara KOREAN Thanks Festival Concert みんなのホール
在日大韓キリスト教会　岐阜教会
☎058-232-0925

観覧自由 無料

27日（月） 9時00分 13時00分 鈴乃会　着付　和装文化勉強会 かんがえるスタジオ
鈴乃会
☎0574-54-3125

事前募集 無料

10時00分 12時00分 Pepperプログラミングコンテスト in ぎふ ドキドキテラス
岐阜市教育委員会（岐阜市教育研究
所）
☎058-241-2114

関係者 無料

13時30分 16時00分 犯罪被害者支援講演会 みんなのホール
（公社）ぎふ犯罪被害者支援センター
☎058-275-3933

事前募集・当日参
加可

無料

14時00分 15時30分 平成29年度　第１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

当日参加可 無料

28日（火）

29日（水） 9時10分 10時40分 笑い文字　ありがとう講座 つながるスタジオ
笑い文字
☎090-2779-1698（國江）

事前募集・当日参
加可

3,240円

10時00分 15時00分 ベビー撮影会 おどるスタジオ
やまきたともか
☎058-372-3378

事前募集・空きあ
れば当日参加可

3,000円・写真掲
載NGの場合は
4,000円

13時00分
（12時30分～受

付）
14時30分 骨盤セルフケア教室 つながるスタジオ

アロハの風を感じる会
☎050-3695-0860（マハロ整体院）

事前募集・当日参
加可

無料

14時00分 15時30分 ロープウェイカードサミット　in 金華山ロープウェー かんがえるスタジオ
ぎふ金華山ロープウェー
☎058-262-6784

19時30分 20時45分 ココロゆったりYOGA つながるスタジオ
マイトリーヨガ
☎090-6619-5262（池田）

当日参加可 1,000円

30日（木） 10時00分 11時30分
第92回　岐阜市高齢者大学
（ぎふスーパーシニアカレッジ）＜全10回＞

かんがえるスタジオ
高齢福祉課
☎058-214-2173

事前募集 資料代1,000円

10時00分 12時00分 家計簿のつけ方 つながるスタジオ
岐阜友の会
☎058-294-4897（森重）

事前募集 無料

16時00分 18時00分 フラダンス おどるスタジオ
ミリミリフラスタジオ
☎090-9900-7293

当日参加可・見学
自由

1,000円

18時15分 20時45分 フラダンス 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・見学は
無料

10月6日（金）
～12月17日
（日）

10時00分 18時00分 体感！戦国城下町・岐阜「信長公ギャラリー」 みんなのギャラリー
信長公450プロジェクト推進課
☎058-213-0450

観覧自由 無料

11日（土）～19日
（日）

ぎふ信長”ゆめ”の楽市
みんなの広場 カオカ
オ

岐阜市信長公450プロジェクト実行委
員会
☎058-213-0450（平日）
☎080-8246-5394（土日）

18日（土）～
19日（日）

10時00分 15時00分
メディアコスモス版公共交通利用促進
「カードをあつめてバスdeチャンス」

ゴール：メディアコス
モス特設ブース

岐阜市ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

参加自由 無料

23日（木・祝）
～1月28日
（日）

17時00分 22時00分 テニテオイルミナード２０１７
せせらぎの並木　テ
ニテオ

岐阜市ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

29日（水）～
12月3日（日）

9時00分
（29日は13時）

21時00分
（3日は17時）

ポスターグランプリ in ぎふ　作品展 ドキドキテラス
岐阜県印刷工業組合
☎058-295-4831

観覧自由 無料

平日 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
（18、19、26日除

く）
14時00分 14時30分 わんこカート きららのおはなし会

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・水・木・金 14時00分 14時45分
言語かふぇ
（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

当日参加可 無料

第1･2･4･5土日 14時00分 14時30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

当日参加可 無料

第3土日
（19日は除く）

14時00分 14時30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

当日参加可 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

当日参加可 無料

日
（19日は除く）

15時00分 15時45分 外国人のための日本語かふぇ ワイワイサークル
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

当日参加可 無料

月・水 18時30分 20時30分 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

火・木
(23,28日は除く）

18時30分 20時30分 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

金
(3日は除く）

18時30分 20時30分 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

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

詳しくはチラシをご覧ください 詳しくはチラシをご覧ください


