
　

３　月　１１～２０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

11日（月） 10:00 12:00 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus つながるスタジオ
ベビーサイン＆クラフト教室Sunny
Circus（松田）
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800円

10:00 12:30 マネーセミナー＆フォトブース撮影会 かんがえるスタジオ
ライフプラン研究会
Power Women プロジェクト
☎090-2103-5110（辻）

事前募集 無料

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

13:00 15:00 楽筆（らくひつ）教室 つながるスタジオ
楽筆協会
☎0564-62-5850

事前募集・見学自由 1,500円

13:30 15:30 燦餐の会（食育セミナー） 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

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

12日（火） 10:00 11:30
子育て楽習会　わが子を伸びる子どもに育てたい！～やる気を引
き出す子育て術～

あつまるスタジオ
（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

10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座 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

13:30 15:00 リウマチさんの学びの集い かんがえるスタジオ
（公社）日本リウマチ友の会　岐阜支部
☎0584-62-5238

当日参加可 無料

15:30 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　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

13日（水） 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

12:30 13:45 （女性限定・子連れOK）ランチタイム英会話サークル あつまるスタジオ
GLEE
☎090-7912-1240（かかみ）

事前募集 1,000円

14:00 15:30 心の輪研修会 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

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

19:00 20:30 おとなの夜学 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

19:00 20:45 MIMAMORU講演会『大嶋啓介』 みんなのホール
（株）MIMAMORU
☎058-215-9137（大坪）

空きあれば当日可 全席自由2,000円

14日（木） 10:00 11:30 なごみCafe かんがえるスタジオ
家庭倫理の会　岐阜市
☎090-6575-3009

事前募集・当日参加
可・見学自由

未会員のみ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

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・飲み物ご希望の
場合100円

13:30 15:00 お口の健康講座 みんなのホール
岐阜市高齢福祉課　地域包括支援係
☎058-214-2090

事前募集 無料

14:00 15:30 ミモザリース　ワークショップ つながるスタジオ
ソレイユ
soleil-sun@yk.commufa.jp
☎090-2779-4168（小島）

事前募集・見学自由 2,800円

18:15 20:45 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

19:15 20:15 ヨガレッスン つながるスタジオ
リフレッシュ＆リチャージ
☎090-5638-5268にショートメールをくだ
さい

事前募集 1,500円

15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

10:00 11:00 長良川大学認定講座　読み聞かせ教室
2階　おはなしのへや・
親子のグローブ

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

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

10:10 11:45 ママとベビーのえいごであそぼ！ あつまるスタジオ
マミーズハグ
http://mommyshug.peewee.jp

事前募集・見学自由
１回800円・6回チケット
4,000円

15:00 17:00 会社と人生を彩るM&Aセミナー かんがえるスタジオ

岐阜信用金庫成長戦略部成長戦略サ
ポートデスク
☎058-266-2328（担当：西脇、木下）
FAX 058-266-2278

事前募集 無料

18:30 20:00 ビジネス支援セミナーⅡ あつまるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

16日（土） 10:00 12:00 雨量計をつくろう あつまるスタジオ
（一社）Do It Yourself
☎090-1820-9366（東）

事前募集
体験のみ500円・持ち
帰る場合3,500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

10:30 12:00 しずくの会の早春のおはなし会 おどるスタジオ
岐阜おはなしの森
☎090-6802-5343（お申し込みはSMS
で）

事前募集・空きあれば
当日可

無料

13:00 15:20
トークライブ　公共空間はどう変わる？～本と本屋と図書館の逆襲
～

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

14:00 15:50 平成31年度市立図書館おはなし派遣ボランティア説明会 みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

一般公開 無料

14:00 15:30 ミモザリース　ワークショップ つながるスタジオ
ソレイユ
soleil-sun@yk.commufa.jp
☎090-2779-4168（小島）

事前募集・見学自由 2,800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（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

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

17日（日） 10:30 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

10:30 12:40 メディコスで素敵なご縁をみつけよう！ かんがえるスタジオ
NPO法人ユメココサポート
nishimura@yume-coco.net
☎080-1594-9514（西村）

事前募集
男性3,000円・女性
2,000円

11:15 12:45 HITキャラクトロジー®心理　子育て入門講座 あつまるスタジオ
河野　美帆
rose.bluemoon1109@gmail.com

事前募集 2,000円

13:00 15:00 チェリーコンサート みんなのホール
SYK Piano School
☎090-6580-6688

観覧自由 無料

13:30 15:00 法律・福祉の生活セミナー あつまるスタジオ
NPO　Lifeあんしんねっト
☎090-4858-0740（クワバラ）

当日参加可 無料

13:30 15:30 岐阜市あけぼの会　例会 かんがえるスタジオ
岐阜市あけぼの会
☎058-247-6004（服部・会長宅）

当日参加可 無料

13:30 16:30
TREASURE MAPPING WORKSHOP 2019 MARCH
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！～

つながるスタジオ
yaeyamabuki
yaeyamabuki.gifu@gmail.com

事前募集
5,000円（お菓子・紅
茶・材料費込み）

15:00 19:00 黄帝心仙人ワークショップ おどるスタジオ
Soul Step Gifu
☎080-9484-9200（加藤）

当日参加可・見学自由 3,000円

18:00 21:00 仏教ってなに？ あつまるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169

事前募集・当日可・見
学自由

無料

18日（月） 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
☎070-5258-8747

事前募集 1,000円

10:00 12:00 荒井デッサン教室 おどるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

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～

13:15 15:45 アロマで足ツボマッサージ　＋　英語で託児　（15分） つながるスタジオ
吉田
☎090-3337-0247（☎かショートメール）

事前募集・当日参加
可・見学自由

託児あり1,500円・託児
なし1,000円

14:30 15:00 チェロズ　ミニコンサート あつまるスタジオ
チェロズ
☎090-4862-8665（坂澤）

観覧自由 無料

19日（火） 10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座 かんがえるスタジオ
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

10:10 11:45 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
http://mommyshug.peewee.jp

事前募集・見学自由
初回体験無料・1回800
円・6回チケット4,000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
kokokara.barabo@gmail.com
☎090-4087-6929

事前募集 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

18:30 20:30 山女子クラブ安全登山教室第1回　山登りの計画を立てよう つながるスタジオ
山女子クラブ岐阜校
https://m.facebook.com/yamajyoshiclub
gifu/

事前募集・当日参加可 資料代1,000円

19:30 20:30 ユキ　ヨガレッスン おどるスタジオ
後藤　裕
☎090-2684-3458

当日参加可 1,000円

20日（水） 9:00 12:00 邦楽・三味線　奏の会 つながるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366

見学自由 無料

10:00 11:15 ほっぺのお遊び会 おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8747

事前募集 1組500円

10:30 12:30 ママのためのヨガ＆お話会 あつまるスタジオ
ぎふママカレッジ
☎050-5437-8234

事前募集・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

13:30 16:00 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

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

～3日（日） 9:00
21:00

（3日は17:00）
まちづくり協議会活動パネル展 ドキドキテラス

市民活動交流センター
☎058-264-0011

観覧自由 無料

9日（土）～15日
（金）

9:00
20:00

（15日は17:00）
岐阜県芸術文化会議　芸術祭　見たい見せたい展 ドキドキテラス

岐阜県芸術文化会議事務局
☎058-263-7879

観覧自由 無料

12日（火）～17日
（日）

10:00
17:00

（17日は16:00）
第４回　輪の会展 みんなのギャラリー

小川　満章
☎090-3253-4744

観覧自由 無料

19日（火）～25日
（月）

9:00(19日は
14:00）

20:30（25日は
18:00）

平成30年度　JA共済小・中学生書道・交通安全ポスターコンクール
優秀作品展

みんなのギャラリー
JA共済連　岐阜
☎058-276-5541

観覧自由 無料

毎日（17日は除
く）

10:30 11:45 イースターイベント「エッグハント＆ペイント」 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

火・水・木・金 14:00 14:45
言語くらぶ
（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

14日（木） 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（17日は除
く）

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

平日
（15、20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

土日祝
（2、9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。


