
　

４　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（月） 9時30分 11時00分 ベビーマッサージ教室 おどるスタジオ
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

10時00分 12時00分 荒井デッサン教室 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

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 1,500～1,800円

17日（火） 10時00分 11時50分 読書サークル協議会文学講座 古典文学講座 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時30分 15時30分 赤ちゃん撮影会 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
れば当日参加可

3,000円・SNS等写真掲
載NGの場合は4,000円

13時00分 16時00分 食育の和・話・輪 かんがえるスタジオ
燦餐の会
☎090-7684-2899

当日参加可 全自由席600円

15時30分 20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日（水） 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（河口）

事前募集・当日参加
可・見学自由

2,300円

10時00分 12時00分 ほっぺのお遊び会 かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集・当日参加
可

お遊び会500円・ベビー
マッサージ1,000円

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

13時00分 14時00分 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
☎058-398-3655（可児）

当日参加可 3,300円

19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 フラワーアレンジメント あつまるスタジオ
Le Violette
☎090-7486-9898（白木）

事前募集・見学自由 3,500円

10時30分 11時30分 きちんと市政報告会・市政相談会 かんがえるスタジオ
市議会議員　和田直也
office@wada-naoya.jp

当日参加可 無料

10時30分 11時30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

12時00分 14時00分
赤ちゃん連れOK　お子様連れなしでも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（ミカ）

事前募集・空きあれ
ば当日参加可

1,500円

13時00分 15時00分 荒井デッサン教室 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 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

18時30分 20時30分 仏教ってなに？ つながるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169

当日参加可・見学自
由

無料

20日（金） 9時00分 12時00分 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（要連絡） 無料

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・当日参加
可・見学自由

1,000円

10時30分 12時30分 愛する力を身に付ける講座 かんがえるスタジオ
ママエイド事業部
☎090-1474-6312（佐藤）
☎058-215-9238

当日参加可 500円

15時30分 17時30分
スヌーピーと学ぶ心の相談室～「今、ここ」から笑顔に～
プロローグ第２章

つながるスタジオ
縁to絆～スヌーピーカウンセリング～
mental_snoopy_woodstock@yahoo.co.j
p

事前募集・当日参加
可

1,500円

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

21日（土） 10時00分 11時15分 並木道読書会 おどるスタジオ
岐阜市立図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

10時00分 11時30分 親子で楽しく！！必勝ご飯を学ぼう！！ かんがえるスタジオ
わかばスポーツライフ
☎080-5166-8460

事前募集・当日参加
可

大人1,000円・親子1,500
円

①10時30分
②11時00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

10時30分 12時30分
スヌーピーと学ぶ心の相談室～「今、ここ」から笑顔に～
プロローグ第２章

つながるスタジオ
縁to絆～スヌーピーカウンセリング～
mental_snoopy_woodstock@yahoo.co.j
p

当日参加可 1,500円

13時30分 15時00分 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時30分 17時00分 ハチドリCafé かんがえるスタジオ
ぎふハチドリ基金
☎058-275-9739

事前募集 無料

15時00分 17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

22日（日） 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 12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

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

15時30分 17時00分 日本己書道場・ぎふメディアコスモス体験会 あつまるスタジオ
大竹　範幸
☎090-5342-6299

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

23日（月） 9時00分 14時00分 和装文化着付勉強会 かんがえるスタジオ
鈴乃会
☎057-454-3125

事前募集 無料

①10時15分
②12時30分

①11時30分
②14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
Sunny Circus
sunnycircus.1.2.3@gmail.com（松田）

事前募集 2,800円

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

 

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

10時30分 11時30分 産後バランスボール おどるスタジオ
さゆり産後ケア
s3.sangocare@gmail.com

事前募集・見学自由 1,500～1,800円

14時30分 16時30分 岐阜広告協会「スプリングセミナー」 かんがえるスタジオ
岐阜広告協会
☎058-269-1158

事前募集 無料

19時20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

24日（火）

25日（水）
①10時15分
②12時30分

①11時30分
②14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
Sunny Circus
sunnycircus.1.2.3@gmail.com（松田）

事前募集 2,800円

13時30分 15時00分
出会いの春！コミュニケーションアップで手に入れよう友
達の輪

かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 3,000円

14時00分 16時00分 メークレッスン あつまるスタジオ
清水
☎058-387-7370

事前募集・当日参加
可

無料

26日（木） 10時30分 11時30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 MILIMILI　HULA　STUDIO　フラダンスレッスン つながるスタジオ MILIMILI　HULA　STUDIO
当日参加可・見学自
由

体験1,000円

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

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・見学は無料

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

27日（金） 9時00分 10時00分 初めての登山学校－金華山に登ってみよう－ あつまるスタジオ
東海アルペンツアーズ
yamatabi@tokaialpen.jp
☎090-9945-4109

事前募集 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

13時00分 15時00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
大熊
☎090-3887-3700

当日参加可 500円

16時00分 18時00分 最新・雇用関係助成金セミナー あつまるスタジオ
東海雇用助成金研究会
☎058-227-3751

事前募集・当日参加
可

5,000円

19時30分 20時30分 YUKIヨガレッスン おどるスタジオ
後藤
☎090-2684-3458

事前募集・当日参加
可

1,000円

28日（土） 13時00分 15時00分 小学生対象　つくるワークショップ あつまるスタジオ
y215b018@stu.kyoto-seika.ac.jp（横
田）

事前募集・当日参加
可・見学自由

参加費600円

14時00分 15時30分 映画「心に寄り添う」上映会 かんがえるスタジオ
（宗）幸福の科学岐阜支部
☎090-1287-1103（出口）

観覧自由 無料

18時00分 21時00分 着付け講座 つながるスタジオ ☎058-263-0345（乾）
当日参加可・見学自
由

2,000円

29日（日） 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）

9時30分～受付 親子で『草もちつくり』 ドキドキテラス
岐阜清流レクリエーション協会
☎058-262-1470

定員90名になり次第
終了

1人300円

10時30分 11時30分 きちんと市政報告会・子育て相談会 かんがえるスタジオ
市議会議員　和田直也
office@wada-naoya.jp

当日参加可 無料

13時00分 16時00分 ヴァイオリン合奏レッスン かんがえるスタジオ
青山ヴァイオリン教室
☎058-262-6941

事前募集・見学自由 無料

15時30分 16時30分 母の日ハーバリウム１DAY講座 つながるスタジオ
アトリエソレイユ
☎090-2779-4168

事前募集・当日参加
可・数に限りがありま
す

1,200円

16時00分 17時30分 いちどきり企画公演 みんなのホール
いちどきり企画
☎080-6955-3864

事前募集・当日参加
可・観覧自由

無料

16時30分 18時00分 人生１２０年時代セミナー かんがえるスタジオ
イルチブレインヨガ岐阜スタジオ
☎058-266-7270

事前募集・当日参加
可

1,500円

30日（月） 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

19日（木）～22日
（日）

10時00分
18時00分

（22日は17時）
あまいろ、はるいろ、すきないろ みんなのギャラリー

新井
☎090-2773-1262

観覧自由 無料

25日（水）～30日
（月・休）

9時30分
18時00分

（30日は16時ま
で）

岐阜県書作家協会　創立40周年記念　第39回岐阜県書
作家協会　会員展

みんなのギャラリー
岐阜県書作家協会
☎058-257-1439（今田）

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 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 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。

休　　館　　日


