
　

４　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（日） 9時20分 10時35分 ジャイロ＆ヨガ つながるスタジオ gracia24@ezweb.ne.jp（山田）
事前募集・当日参加
可

1,000円

10時00分 10時55分 ピラティス　グループレッスン おどるスタジオ ☎080-3628-1771（堀江　卓嗣） 当日参加可 1,000円

13時00分 15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）

当日参加可・見学自
由

無料

18時30分 20時30分 仏教ってなに？ あつまるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169

当日参加可・見学自
由

無料

2日（月） 10時00分 12時00分 サムソンビューティトラストグループ入社式 みんなのホール
サムソンビューティトラストグループ
(株)サムソン
☎058-212-0150

関係者 無料

10時10分 11時45分
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

3日（火） 10時00分 11時50分 読書サークル協議会文学講座 現代文学講座 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

15時30分 17時00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（ラムー
ル）
☎090-6595-4195

事前募集 3,500円

18時30分 20時00分 フラワーアレンジメント かんがえるスタジオ
フラワーサークル　L'amour（ラムー
ル）
☎090-6595-4195

事前募集 3,500円

4日（水） 10時00分 15時00分 荒井水墨画応用講座 おどるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

①10時30分
②11時00分

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

18時00分 20時00分 骨盤調整体験　ゴムバンド体操教室 あつまるスタジオ ☎090-7609-3135（岡部）
事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

18時00分 21時00分 ドイツ語講座 つながるスタジオ
岐阜日独協会
☎058-387-4596

事前募集・当日参加
可

無料

5日（木） 10時00分 12時00分 ピヨピヨクラブ（赤ちゃんマッサージ） あつまるスタジオ
ピヨピヨクラブ
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集・見学自由 無料

10時00分 12時00分 ピヨピヨクラブ（遊び） かんがえるスタジオ
ピヨピヨクラブ
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集・見学自由 無料

10時00分 12時00分 フラワーアレンジメント つながるスタジオ
Le Violette
☎090-7486-9898（白木）

事前募集・見学自由 3,500円

14時00分 16時00分 MILIMILI　HULA　STUDIO　フラダンスレッスン おどるスタジオ MILIMILI　HULA　STUDIO
当日参加可・見学自
由

体験1,000円

6日（金） 9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（要連絡） 無料

19時00分 21時00分 フラメンコサークル おどるスタジオ
ペアフラメンコセビジャーナス
pairflamenco@gmail.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円

7日（土） 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

8日（日）
①9時30分
②11時15分

①10時30分
②12時15分

①よちよちクラス（満６ヶ月～）
②とことこクラス（満12ヶ月～）

あつまるスタジオ
magokorohibiki@gmail.com
☎090-4441-9320（山川）

事前募集 親子1組2,000円

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

9時00分 21時00分 発達障がい者理解啓発イベント２０１８
ドキドキテラス・かん
がえるスタジオ

岐阜市障がい福祉課
☎058-214-2138

参加自由 無料

12時10分 14時40分 ワンコイン骨盤矯正体験会 つながるスタジオ
カイロオフィスかわしま
☎090-7674-4541（川島祐司）

事前募集・当日参加
可

骨盤矯正のみ500円・骨
盤矯正と気になる所
1,000円

①13時30分
②15時30分

①15時00分
②17時00分

お花見婚活パーティ あつまるスタジオ
はなしま専科
hanashimasenka.k@gmail.com
☎090-3774-6351

事前募集・当日参加
可

男4,500円・女500円

14時00分 16時30分 てにておラジオ
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

9日（月） 10時30分 11時30分 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 受講料1,500円～1,800円

10日（火） 10時00分 11時50分 読書サークル協議会文学講座 歴史講座 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

15時30分 17時00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（ラムー
ル）
☎090-6595-4195

事前募集 3,500円

11日（水） 10時00分 11時30分 家庭教育セミナー かんがえるスタジオ
（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・保育料
300円

14時00分 19時00分
いきたひ～看取り・命のバトン～
上映会と長谷川ひろ子監督講演会

みんなのホール
いきたひ3周年記念講演実行委員会
☎080-6951-7070（石川）

事前募集・当日参加
可

3,000円

12日（木） 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
https://araisuibokuga.amebaownd.co
m

見学自由 無料

13時30分 15時00分 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・飲物希望の場合は
100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 



　

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

14時00分 16時00分 社交ダンス おどるスタジオ
エミ・コスモス会
☎090-3857-7292

事前募集 無料

15時30分 16時30分 チェスのゲームをしよう あつまるスタジオ
EBS
☎090-7311-1655（山田）

当日参加可・見学自
由

無料

18時00分 21時00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・見学体験は無
料

18時30分 20時30分 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
http://www.facebook.com/yamajyosh
iclubgifu/
☎090-8734-2308（山本）

事前募集・当日参加
可

資料代1,000円

13日（金） 10時10分 11時45分 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
https://mommys-
hug.amebaownd.com

事前募集 １回800円・6回分4,000円

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 1,000円

13時00分 15時00分 荒井水墨画サークル第２教室 おどるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

15時00分 18時00分 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

14日（土） 9時00分 11時00分 そらヨガサークル おどるスタジオ
そらヨガサークル
sunflower.chisama@gmail.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,500円・貸マット100円
（予約）

10時00分 12時00分 #未来創造スタジオ かんがえるスタジオ
（公社）岐阜青年会議所
☎058-264-8091

事前募集 無料

13時00分 15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）

当日参加可・見学自
由

無料

13時30分 16時00分 Book　Book交歓会 ドキドキテラス
岐阜市立図書館
☎058-262-2924

事前募集・参加は自
由

無料

13時30分 17時00分 第10回　WordBench岐阜 かんがえるスタジオ
WordBench岐阜
wbgifu@gmail.com

事前募集 500円

14時00分 16時30分 生活保護の引き下げ許さない！！ あつまるスタジオ
生存権アクションぎふ
☎090-7866-8668（森下）

当日参加可・見学自
由

300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

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

当日参加可・見学自
由

2,000円

15日（日） 9時00分 12時00分 ヴァイオリン合奏レッスン おどるスタジオ
青山ヴァイオリン教室
☎058-262-6941

事前募集・見学自由 無料

9時30分 10時30分 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

事前募集・当日参加
可

1,000円

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

10時00分 20時00分 邦楽・囃子　祐の会　伝統文化親子教室 みんなのホール
邦楽・囃子祐の会
☎058-263-2236

観覧自由 無料

17時00分 18時30分 第５８次　南極越冬隊報告会 つながるスタジオ
NPO法人エヌエスネット
☎090-4858-3535

事前募集・当日参加
可

100円

2日（月）～8日（日）
9時00分

（2日は15時）
21時00分 世界自閉症啓発デー記念作品展・ワークショップ（4/7・8） ドキドキテラス

岐阜市障がい福祉課
☎058-214-2138

観覧・参加自由 無料

4日（水）～9日（月） 10時00分
17時00分

（9日は16時）
轍展　～絵画　工芸　写真～ みんなのギャラリー

岐阜轍美術会
☎090-3951-9784

観覧自由 無料

火・水・木・金
（24日は除く）

14時00分 14時45分
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

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

予約不要 無料

第3土日 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

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 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

毎日 10時30分 11時45分 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

月・水
（2日,4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

火・木 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

金
（6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

平日
（4、18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
（7、14、15、21、22

日は除く）
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

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。


