
　

８　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（お問い合わせ先） 参加形態 料金等

16日（水） 10時00分 13時00分 かみさまとのやくそく　上映会 つながるスタジオ
藤井
http://www.takoya.nagoya/
☎090-4263-4050

事前募集・空きがあ
れば当日可

大人1,500円（中高生
含）・小学生750円・未就
学児無料

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

①11時00分
②13時00分

①12時00分
②14時00分

御法話拝聴会「人類の選択」 かんがえるスタジオ
幸福科学岐阜支部
☎058-273-2575

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

15時00分 18時00分 困った空き家よろず相談会 あつまるスタジオ
（特非）岐阜空き家・相続共生ネット
http://gifu-akiya.net/

事前募集・当日参加
可

無料

17日（木） 10時00分 11時30分 HAIKU　COSMOS（英語俳句の会）
２階　つながる読書
のへや

英語俳句の会
☎058-252-2768（吉村）

当日参加可・見学自
由

無料

10時00分 12時00分 市民野菜づくり講座 みんなのホール
岐阜市農林園芸課
☎058-214-2079（内線6206）

事前募集 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

15時30分 17時30分 平成29年度　岐阜市都市創造会議 かんがえるスタジオ
岐阜市総合政策課
☎058-214-2019

関係者・傍聴人当日
受付（開始30分前ま
で）

無料

18日（金） 9時30分 15時30分 親子でたのしむ　ぬくもりフェスタ おどるスタジオ
ぬくもりフェスタ
☎090-2189-2001

当日参加可・見学自
由

ワークショップ500円～

10時10分 11時50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
mommyshug.gifu@gmail.com

事前募集・見学自由
1回800円・回数券6回分
4,000円

13時30分 16時00分 ボランティアサロン かんがえるスタジオ
岐阜市ボランティア連絡協議会
☎058-255-5511（安達）

事前募集・当日参加
可

500円

14時00分 第8回　みんなの図書館シアター「100回泣くこと」 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～ホール前にて
整理券配布

無料

19時30分 20時30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

19日（土） 9時15分 10時45分 よいおもちゃの選び方与え方講座（０～３才） つながるスタジオ
magokorohibiki@gmail.com
☎090-4441-9320（山川）

事前募集 1,000円

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

11時15分 12時15分 カルテット幼児教室（19ヶ月以上） つながるスタジオ
magokorohibiki@gmail.com
☎090-4441-9320（山川）

事前募集 2,000円

13時00分 15時00分 親子バレエ あつまるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

見学自由 無料

14時00分 16時30分 よみがえれ長良川Ⅲ「岐阜の魚と長良川の今」 かんがえるスタジオ
よみがえれ長良川実行委員会
☎090-1284-1298（武藤）

当日参加可 無料

15時15分 16時45分
タロット占い　リーディング体験・カードのメッセージを読
み解く。

あつまるスタジオ
アイダンスカンパニー
☎058-263-1190

事前募集・当日参加
可

2,000円

20日（日） 9時00分 13時00分 カルテット幼児教室 つながるスタジオ
magokorohibiki@gmail.com
☎090-4441-9320（山川）

事前募集 2,000円

10時00分 11時00分
ハッピー・ハーモニー＆あっこさん　コラボレーション企画
「みんな　de えほん」

おどるスタジオ
任意団体ハッピー・ハーモニー
☎058-251-7957

事前募集 中学生以上100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30分 11時30分 親子英会話サークル　夏祭り あつまるスタジオ
マミーズハグ
mommyshug.gifu@gmail.com

事前募集 1,000円

12時30分 14時30分 コツバン・ハッピープログラム習得講座 あつまるスタジオ
コツバン・ハッピー
kotuban.happy@gmail.com
☎080-5825-3939（稲田）

事前募集 6回で36,000円

13時00分
（12時30分開場）

15時30分 平成29年度第1回生物多様性シンポジウム かんがえるスタジオ
岐阜市自然環境課
shizen@city.gifu.gifu.jp
☎058-214-2151

当日参加可 無料

15時00分 17時00分 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（山本）

当日参加可 無料

17時05分 17時55分 ピラティス　グループレッスン あつまるスタジオ
ピラティスルーム　スミカ
☎080-3628-1771

事前募集・当日参加
可

無料・関係者以外1,000
円

21日（月） 10時10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
mommyshug.gifu@gmail.com

事前募集・見学自由
1回800円・回数券6回分
4,000円

10時20分 14時30分
「かみさまとのやくそく」上映会&かがみ知加子先生の講
演会

かんがえるスタジオ
ぬくもりフェスタ
☎090-2189-2001

事前募集・当日参加
可

上映会大人1,500円・講
演会2,500円等

10時30分 11時30分 バランスボールエクササイズ おどるスタジオ
体力メンテナンス協会
tomo_balanceball@yahoo.co.jp（黒木）

事前募集 1,500円

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

22日（火） 10時00分 11時45分
親子ふれあいセミナー「ふれあいタイムでギュッしちゃお
う～０から３才、今だからできること～」

おどるスタジオ
（公社）スコーレ
☎090-1101-1586

事前募集・当日参加
可

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00分 17時00分
次期学習指導要領の新聞活用セミナー～主催者教育、
アクティブラーニングの実践～

かんがえるスタジオ
岐阜県NIE推進協議会
☎058-264-1166（岐阜新聞社編集
局内）事務局

事前募集 無料

13時30分 15時30分
気づくと毎日が楽しくなる～子どもと親がより豊かな人間
関係を構築するためのワークショップ～

おどるスタジオ
（一社）こころケア・シャンティー（ママ
エイド事業部）
☎058-215-9238

事前募集・当日参加
可

1,500円（親子1組）

23日（水） 10時00分 12時00分 ベビーサイン＆クラフト教室　Sunny Circus あつまるスタジオ
ベビーサイン＆クラフト教室　Sunny
Circus　☎080-5116-6991
sunnycircus.1.2.3@gmail.com（松田）

事前募集 2,800円

24日（木） 10時00分 15時00分 ベビーフォト撮影会 あつまるスタジオ
やまきたともか
☎058-372-3378

事前募集・空きがあ
れば当日可

3,000円・SNS掲載NGの
場合4,000円

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

14時00分 16時00分 やさしいフラとステップアップフラ かんがえるスタジオ
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

14時00分 16時30分 全国史跡整備市町村協議会東海地区協議会岐阜大会 みんなのホール
岐阜市社会教育課
☎058-214-2365

観覧自由・当日12:30
より整理券配布

無料

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（お問い合わせ先） 参加形態 料金等

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

25日（金） 9時30分 11時50分 子どものための足育靴育講座 あつまるスタジオ
足育・靴育のフラミンゴフット
☎058-389-6791（栗田）

事前募集・当日参加
可

3,000円

10時15分 11時45分 姿勢とウォーキングレッスン おどるスタジオ
ポスチュアウォーキング
yamada@posturewalking.jp
☎090-6468-1416

事前募集・当日参加
可

3,500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

14時00分 16時00分 BOOK　BOOK　交歓会 ドキドキテラス
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

26日（土） 13時00分 14時30分
投資初心者さんのための　個人型確定拠出年金セミ
ナー

つながるスタジオ
（合）トータルウエア　FP相談室
☎058-296-0075

事前募集 無料

13時00分
（12時00分～受

付）
18時00分 第４回全国子ども司書研究大会

みんなのホール・か
んがえるスタジオ・
おどるスタジオ

子ども司書推進プロジェクト事務局
☎0287-54-0109（黒羽小学校内）

事前募集 無料

13時30分 15時00分 ダンボールコンポスト講座 ドキドキテラス
岐阜市循環型社会推進課
☎058-214-2178

事前募集・空きあれ
ば当日参加可・見学
自由

無料

15時15分 16時45分 情熱のラテンダンスで美しく。サルサダンス体験 つながるスタジオ
アイダンスカンパニー
☎058-263-1190

事前募集・当日参加
可

2,000円

17時00分 19時00分 ジェルネイル中級講習 つながるスタジオ
日本美作(株)
☎090-5868-6980

見学自由 無料

27日（日） 9時30分 10時30分 ヨガレッスン あつまるスタジオ
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
（9時00分～受

付）
12時00分 第４回全国子ども司書研究大会 みんなのホール

子ども司書推進プロジェクト事務局
☎0287-54-0109（黒羽小学校内）

事前募集 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

10時00分 16時00分 住宅耐震講座 ドキドキテラス
（一社）岐阜県建築士事務所協会
☎058-277-9211（多田）

当日参加可 無料

13時00分 16時20分 絵本でつなぐ人と図書館のフォーラム みんなのホール
絵本でつなぐ人と図書館のフォーラ
ム事務局
☎050-3557-9601

事前募集・空きがあ
れば当日可

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

28日（月） 10時00分 12時00分 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　☎080-5116-6991
sunnycircus.1.2.3@gmail.com（松田）

事前募集 2,800円

①10時00分
②13時30分

①11時30分
②15時00分

高年齢者等給付金説明会 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　高齢・障害者業務課
☎058-265-5823

事前募集・当日参加
可

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

13時30分 14時30分
赤ちゃん連れOK！お子様連れてなくても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
uchimika8739@gmail.com
☎090-2774-3607（藤田）

事前募集 1,500円

19時00分 20時30分 おとなの夜学 ２階　金華山テラス
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

29日（火）

30日（水） 10時00分 12時00分 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　☎080-5116-6991
sunnycircus.1.2.3@gmail.com（松田）

事前募集 2,800円

12時00分 15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 2,500円

13時30分 15時30分 食育の和・話・輪　燦餐の会 おどるスタジオ
燦餐の会
☎090-7684-2899（野村）

事前募集・当日参加
可・見学自由

500円

31日（木） 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

700円

14時00分 16時00分 やさしいフラとステップアップフラ 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

7月13日～9月24
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
岐阜市信長公450プロジェクト推進課
☎058-213-0450

観覧自由 無料

17日（木）～
23日（水）

9時00分
（17日は10時）

21時00分
（23日は17時）

ぎふ・あかりアート作品展～信長が愛した岐阜の街並み
～

ドキドキテラス
岐阜市立梅林小学校
☎058-245-0197

観覧自由 無料

7月22日～9月3
日

ぎふ信長楽市２０１７「ぎふ信長”彩”の楽市」
みんなの広場　カオ
カオ

岐阜市信長公450プロジェクト推進課
☎058-213-0450

観覧自由 無料

毎日
（29日は除く）

10時30分 11時45分 多文化交流プラザ　イベント 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

火・水・木・金
(29日は除く)

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

土日
(第3土日は除く)

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 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 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

平日
（16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
（19日・20日・27

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。

休　　館　　日

詳細はチラシをご覧ください


