
　

１１　月　８　～　１８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

8日（木） 10:00 12:00 ほっぺのお遊び会 かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8746

事前募集・当日参
加可

500円

10:00 11:30 子育てセミナー あつまるスタジオ
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 12:00 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

10:30 11:30 骨盤ボディメイクレッスン おどるスタジオ
インストラクター名aco
☎090-1782-0213（国枝）

事前募集 初回体験1,000円

12:15 13:30 ベビーマッサージ教室 つながるスタジオ
ベビーマッサージ教室ペペロミ
goto.2525@jade.plala.or.jp

事前募集・見学自
由

700円

13:30 15:00 長良川大学講座 みんなのホール
岐阜市立図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

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・飲み物希望の場
合は100円

14:00 15:30 楽筆教室 つながるスタジオ
楽筆協会（かなだつとむ）
http://rakuhitsu.com
☎0564-62-5850

事前募集 初回体験1,000円

14:00 15:00 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

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

①19:10
②20:05

①20:00
②20:50

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

各レッスン1,500円・2つ
レッスン2,500円

9日（金） 10:00 15:00 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
3,000円・SNSに写真掲
載NGの場合4,000円

10:30 12:00 家事と家計の講習会 かんがえるスタジオ
岐阜友の会
http://gifutomo.iinaa.net/
☎0575-28-6836（火金の10:00～15:00）

事前募集・当日参
加可

資料代300円

15:30 17:00 心と身体を癒すファイトケミカルセラピー つながるスタジオ
ファイトケミカル研究会
☎090-2570-0938（後藤）

事前募集・当日参
加可・見学自由

無料

19:00 21:00 フラメンコサークル おどるスタジオ
ペアフラメンコサークル　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

10日（土） 10:00 12:00 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

当日参加可・見学
自由

無料

14:30
（開場14:00）

18:00 秋の図書館イベント「映画『ふるさと』上映＆トークセッション」 みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

要申込・先着順 無料

14:00 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

11日（日） 10:00 11:00 並木道読書会 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

10:00 15:30 岐阜市まるごと環境フェア 全館
実行委員会事務局（岐阜市循環型社会
推進課内）
☎058-214-2178

詳しくはチラシを
ご覧ください

無料

12日（月） 10:00 16:00 NPO法人会計基準マスター講座＆交流会 かんがえるスタジオ
ぎふNPOセンター
☎058-275-9739

事前募集 資料代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
１回800円・6回チケット
4,000円

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

10:30 11:30
産後バランスボールエクササイズ（育児に必要な体力・筋力をつけよ
う！！）

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～

13:00 16:00 岐阜県空き家管理業協会第２回研修会 あつまるスタジオ
岐阜県空き家管理業協会
☎058-227-6933

関係者

19:00 21:00 荒井水墨画教室 かんがえるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

13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

10:00 12:00 「7ヵ国語で話そう。」講座 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

11:00 12:00 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

13:30 15:00 リウマチさんの学びの集い おどるスタジオ
日本リウマチ友の会　岐阜支部
☎0584-62-5238

当日参加可 無料

16:30 20:00 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　ラムールL'amour
☎090-6595-4195

事前募集
生花3,500円・プリザ
4,500円

14日（水） 10:00 11:30 家庭教育講座「見逃さないで！子どもの心のSOS」 かんがえるスタジオ
（公社）スコーレ家庭教育振興協会
☎090-4111-8305（宮西）

事前募集・当日参
加可

受講料300円・保育料
300円

13:15 14:30 ベビーマッサージ教室 つながるスタジオ
ベビーマッサージ教室ペペロミ
goto.2525@jade.plala.or.jp

事前募集・見学自
由

700円

17:00 19:00 ヒッポファミリークラブ おどるスタジオ
ヒッポだいだいファミリー
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

〒500-8076 岐阜市司町40番地5 
 

9:00～21:00（中央図書館は20:00まで） 
 

毎月最終火曜日 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 
 



　

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日（木） 9:30 11:30 心と身体を癒すファイトケミカルセラピー つながるスタジオ
ファイトケミカル研究会
☎090-2570-0938（後藤）

事前募集・当日参
加可・見学自由

無料

10:00 12:00 ぞうさんクラブ研修会
みんなのホール・みん
なの広場 カオカオ

岐阜市防犯・交通安全課 関係者

12:30 13:45 ストレス発散！パワフルバランスボール おどるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会認定
インストラクター　ミカ（藤田）
uchimika8739@gmail.com

事前募集・空きあ
れば当日可

2,000円

13:00 15:00 二胡の練習 つながるスタジオ
二胡Bee
☎090-3254-3913（代表　関谷）

当日参加可・見学
自由・楽器レンタ
ル希望者は事前
申込要

無料

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

16日（金） 10:00 11:15 ベビーマッサージ かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 1,000円

10:00 11:30 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

10:30 11:30 ママとベビーのワクワクヨガ つながるスタジオ
Angel Ring
☎090-1628-6386（棚橋）

事前募集・空きあ
れば当日可

1,000円

13:30 15:30 知恵創活講座 つながるスタジオ
NPO法人　知恵創り協会
sup_map@ybb.ne.jp
☎090-9890-8216

事前募集
全３回で3,000円（資料
代）

13:30 16:30 自閉症援助施設「ル・リアン開設一周年記念講演会」 かんがえるスタジオ
至誠会ル・リアン
☎058-201-6330

当日参加可・見学
自由

無料

16:30 17:30 市政報告＆ぎふのまちを考えるcafe つながるスタジオ
市議会議員　和田直也
☎058-251-2638

見学自由 無料

17日（土） 9:00 10:00 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 1,000円

10:00 12:00 「7ヵ国語で話そう。」講座 かんがえるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

10:00 12:00 イングリッシュキッズダンス つながるスタジオ
ユリダンスセンター
☎090-1233-6367

当日参加可・見学
自由

無料

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

13:30 15:00 人権イベント「発達障がいってなに？～カラフルな人たち～」 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

18日（日） 9:27 スタート ムーミンレディスマラソン
ぎふメディアコスモス発
着

岐阜新聞社事業局
☎058-264-1159

事前募集 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

14:30 16:30 知ってトクする！！相続の基本と対策セミナー あつまるスタジオ
宮田
☎090-2340-8796

事前募集 無料

17:00 18:00 秋深まる季節に送るJゴスペルミニコンサート あつまるスタジオ
ゴスペルクラブ「リジョイス」
☎090-6571-9954（コウノ）

当日参加可・見学
自由

無料

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・当日参
加可・見学自由

無料

19:00 21:00 フラメンコサークル（セビジャーナス） おどるスタジオ
ペアフラメンコサークル　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

6日（火）～9日
（金）

9:00
（6日は12:00）

21:00
（9日は15:00）

税を考える週間 ドキドキテラス
岐阜北税務署
☎058-262-6131

観覧自由 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

火・木 18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅰ
あつまるスタジオ
（15日はワイワイサーク
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

月・水 18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅱ
あつまるスタジオ
（14日はワイワイサーク
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

金 18:30 20:30 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

毎日 10:30 11:45 クリスマスカードとお正月カード作り 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
（9日、15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
（10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。


