
　

２　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・祝） 9:50 12:40
自己肯定感を高めたい！「自己肯定感をあげて未来を描くワークセミ
ナー」

あつまるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 3,000円

10:30 11:15 もうすぐ春のおはなし会 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

13:00 17:00 ホストタウン交流フェスタ2019 ドキドキテラス
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

予約不要 無料

13:00 16:00
『成功企業が語る！！発達障害者安定雇用の企業意識改革事例』
（株）良品計画東京本社。人事本部成澤岐代子氏と語ろう！！・他
テーブルワーク

かんがえるスタジオ

LEARNING PLUS
ぎふの森学園
gifunomorigakuen@lemon.plala.or.jp
☎090-5039-8989

当日参加可・見学
自由

無料

16:00
（開場15:30）

17:45 荒木とよひさと格調高き昭和歌謡 みんなのホール
主催：CARACALLA（カラカラ）
連絡先☎090-7037-1614（近藤）

事前募集・当日参
加可

前売2,000円・当日
2,500円

19:00 21:00
他人の評価に振り回されないためには？ブッダの教える”自分軸”と
は？

かんがえるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

事前募集・当日参
加可・見学自由

無料

19:00 21:00 荒井水墨画教室 あつまるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

12日（火） 10:00 11:50 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

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・当日参
加可

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

15:00 18:00 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

20:00 21:00 ピラティスグループレッスン おどるスタジオ
ピラティスルーム　スミカ
☎080-3628-1771

当日参加可 1,000円

13日（水）
①10:00
②14:00
③18:30

カイロプラクティックセミナー おどるスタジオ
日本カイロプラクティック連合会
☎058-253-7500（岡部）

事前募集・当日参
加可

1,000円

10:30 15:30 あかちゃん撮影会 あつまるスタジオ
やまきたともか
☎058-372-3378

事前募集・空きあ
れば当日可

3,000円・SNS等に掲
載NGの場合は4,000
円

17:30 19:00 ヒッポファミリークラブ あつまるスタジオ
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

14日（木） 10:15 12:30 おさなごはっけんくらぶ あつまるスタジオ
岐阜友の会
☎090-9947-4140（服部）

事前募集・当日参
加可・見学自由

会員外のみ300円

10:30 11:30 ママヨガ おどるスタジオ
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

13:30 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
の場合は100円

18:00 21:00 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回1,000円・体験は
無料

18:30 20:30 卒業研究発表会　アンサンブルの夕べ みんなのホール
岐阜聖徳学園大学短期大学部
☎058-278-4182（木許研究室）

観覧自由 無料

19:15 20:15 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へショートメールで申
込を。

事前募集 1,500円

15日（金） 9:00 12:00 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・事前
連絡要

無料

10:00 11:30 家庭教育講座 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

500円

12:00 14:00 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
lunlunsmile8@gmail.com

事前募集・当日参
加可・見学自由

3,300円

14:00 17:00 筆文字教室 あつまるスタジオ
楽筆協会
☎080-5115-1472

事前募集 1,500円

14:00 第14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

当日先着 無料

19:00 20:30 本の語りＢａｒ　第2巻 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

16日（土） 10:00 12:00 メディアコスモス新春美術館ワークショップ「豆皿つくり」 かんがえるスタジオ
メディアコスモス新春美術館実行委員会
（岐阜市文化芸術課内）
☎058-214-4973

事前申込要 無料

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

〒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  

２月１７日（日）まで   

「メディコス ロゲイニング」 

開催中です♪ 

みんなで参加してね♪ 

チェックポイントで写真撮影 撮影した画像が通過証明 2月16日・17日特別ブースで 

画像を確認して景品をゲット♪ 

▲
 

▲
 



　

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

13:30 14:30 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
☎058-214-2179

事前募集 無料

14:00 16:00
岐阜市ビジネスチャレンジ支援講演会　「企業が発展、成長する法則
～サイゼリヤの成功の秘訣～」

みんなのホール
岐阜市産業雇用課
☎058-214-2358

事前募集 無料

15:00 16:00 ぎふ　しゃべり場～働く外国人の日本語学習～ 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 無料

17日（日） 10:00 11:30 子育てセミナー 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

10:00 11:30 子供倫理塾 おどるスタジオ
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

無料

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

12:00 14:00 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

13:00 15:00 第6回　岐阜市ごみ減量フォーラム ドキドキテラス
岐阜市循環型社会推進課
☎058-214-2178

事前予約不要 無料

15:00 17:00 ゴスペルレッスン おどるスタジオ
Praise of Ozaki
praiseofozaki@gmail.com

見学自由
1,500円（見学は無
料）

18日（月） 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 あつまるスタジオ
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～

13:30 15:00 いきいき筋トレサポーター　後期フォローアップ研修会 みんなのホール
岐阜市北市民健康センター
☎058-232-7681

事前募集・いきい
き筋トレサポー
ターに限り当日可

無料

15:00 18:00 倫理経営講演会 かんがえるスタジオ
岐阜市倫理法人会
☎058-329-0515（事務局　多和田）

当日参加可 全自由席2,000円

19日（火） 9:30 16:30 介護勉強会 あつまるスタジオ
小森　敏雄
☎090-4794-0249

事前募集 無料

10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座　古典文学講座 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

10:30 11:30 ママヨガ おどるスタジオ
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

13:00 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

19:00 21:00 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 おどるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366

見学自由 無料

10:00 12:00 ヒッポファミリークラブ あつまるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

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

12:30 14:00 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

17:00 19:00 ヒッポファミリークラブ あつまるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

～17（日）16:00 ～ぎふのええ場所（とこ）巡ろう～メディコス　ロゲイニング
地図配布と景品交換
場所：エントランスホー
ル

ぎふメディアコスモス
☎058-265-4101

参加受付はありま
せん・事前に地図
などを入手し、自
由に巡ってくださ
い

無料

9日（土）～24
日（日）

10:00
17:00（入場は
16:30まで）

メディアコスモス新春美術館2019 みんなのギャラリー
メディアコスモス新春美術館実行委員会
（岐阜市文化芸術課内）
☎058-214-4973

観覧自由 無料

19日（火）～22
日（金）

9:00
21:00（22日は

17:00）
NPO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

毎日 10:30 11:45 中国の春節体験 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

第3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）

第1･2･4･5土日 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

第3土日 13:15 13:45 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 15:00 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

日 15:00 16:00 サポート交流ひろば ワイワイサークル
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

要問合せ 無料

日 16:00 16:45 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

平日
（20日、休館日

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
（16、17、24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。

※景品交換は2/16（土）～17
（日）の10:00～16:00


