
　

１１　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（水）
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

10時30分 10時45分 ミニオペラ「信長公のおもてなし」 みんなのホール
岐阜市立加納小学校
☎058-272-2028

観覧自由 無料

12時00分 13時00分 さんぽde野外ライブ　ランチコンサート ドキドキテラス
文化芸術課
☎058-214-4973

観覧自由 無料

14時00分 15時00分
子どもたちのためのオペラ風組曲「信長公のおもてなし
～夢のまち　岐阜～

みんなのホール
岐阜市立加納小学校
☎058-272-2028

観覧自由 無料

19時30分 20時45分 ココロゆったりYOGA つながるスタジオ
マイトリーヨガ
☎090-6619-5262（池田）

当日参加可 1,000円

2日（木） 12時00分 13時00分 さんぽde野外ライブ　ランチコンサート ドキドキテラス
文化芸術課
☎058-214-4973

観覧自由 無料

3日（金） 10時00分 15時30分 第16回岐阜市まるごと環境フェア メディアコスモス一帯
実行委員会事務局（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

4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

12時00分 13時00分 さんぽde野外ライブ　ランチコンサート ドキドキテラス
文化芸術課
☎058-214-4973

観覧自由 無料

13時30分
（開場13時）

15時30分 秋の読書週間イベント「図書館は、本と人とまちをつなぐ」 みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集・先着 無料

5日（日） 10時30分 15時00分 さんぽde野外ライブ to スペシャルライブ
みんなの広場 カオカ
オ（雨天時：みんな
のホール）

文化芸術課
☎058-214-4973

観覧自由 無料

14時00分 16時00分
次世代グローバル事業「世界青年の船」報告会・グロー
バルフォトコンテスト作品展

かんがえるスタジオ
岐阜県青年国際交流機構
iyeogifu@gmail.com

当日参加可・見学
自由

無料

第7回岐阜市農業まつり
パネル展示・花と野菜のアレンジメント教室・木工教室

エントランスホール・
あつまるスタジオ・つ
ながるスタジオ

岐阜市農業まつり実行委員会事務局
（岐阜市農林政策課内）
☎058-265-3896

6日（月） 10時00分 12時00分 バランスボールエクササイズ♪ つながるスタジオ
黒木
tomo_balanceball@yahoo.ne.jp

事前募集
初回1,000円・通
常1,500円

10時00分 15時00分 ベビー撮影会 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
れば当日参加可

3,000円・写真掲
載NGの場合は
4,000円

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

7日（火） 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

見学自由 無料

10時00分 11時50分 平成29年度文学講座　現代文学講座 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
（12時00分開場）

15時30分 福祉講座 みんなのホール
岐阜県年金受給者協会（ぎふ友和
会）
☎058-210-2611

事前募集 無料

18時30分 20時00分 日本語の教え方講座 おどるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 無料

19時30分 20時45分 リラックスヨガ つながるスタジオ
yoga mukῡ（ヨガ　ムクウ）
yogamukuu@gmail.com

事前募集
1,200円・初回500
円

8日（水） 10時30分 11時30分 ベビーマッサージ＆ベビーヨガ体操 おどるスタジオ
柴田
☎090-7869-0555

事前募集 6回3,000円

12時00分 16時00分 荒井水墨画アート 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

13時30分 15時00分 アラフォーママ交流会＆アロマクラフトtime あつまるスタジオ
NPO法人こどもトリニティネット
kodomo_trinitynet@yahoo.co.jp

事前募集 1,300円

9日（木） 10時00分 12時00分 家庭も仕事もどっちも大事！理想のライフスタイルを描く おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 1,500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

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 100円

13時30分 15時00分 長良川大学講座 みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

14時00分 16時00分 フラダンス 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

18時30分 20時00分 日本語の教え方講座 かんがえるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 無料

10日（金） 10時00分 12時00分 ピヨピヨクラブ（ベビーマッサージ） あつまるスタジオ
ピヨピヨクラブ
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集・当日参
加可・見学自由

無料

10時00分 12時00分 ピヨピヨクラブ（親子遊び） 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・当日参
加可・見学自由

無料

10時00分 12時00分 バランスボール　×　mama育 つながるスタジオ
NPO法人ウーマンプロジェクト東海
☎090-9192-2100（毛利）

当日参加可 3,000円

10時00分 12時00分 姿勢と歩き方で全身シェイプアップ おどるスタジオ
ポスチュアウォーキング
yamada@posturewalking.jp
☎090-6468-1416（山田）

事前募集・当日参
加可・見学自由

3,500円

詳細はチラシをご覧ください 詳細はチラシをご覧ください

 

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

13時00分 15時00分 荒井水墨画サークル 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

13時30分 15時30分
児童虐待防止啓発講演会～子どもの命を守るためにい
ま私たちにできること～

みんなのホール
岐阜市子ども・若者総合支援セン
ター
☎058-269-1615

事前募集 無料

11日（土） 10時30分 13時00分 第5回 WordBench 岐阜 あつまるスタジオ
WordBench 岐阜
wbgifu@gmail.com

事前募集・空きあ
れば当日可

500円

13時00分 14時00分
岐阜市ビジネスチャレンジ・ミニセミナー「主婦のお得なプ
チ創業」

つながるスタジオ
岐阜県よろず支援拠点
☎058-277-1088

事前募集 無料

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

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
（13時30分開場）

もっとひろがれ「弁当の日」講演会　「子ども達の生きる力
になるもの」～食が育む心と身体～

かんがえるスタジオ
『弁当の日』応援団・ぎふ
☎090-7681-6887

観覧自由 無料

16時00分 20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 1,000円

19時15分 20時45分 リラックスヨガ あつまるスタジオ
yoga mukῡ（ヨガ　ムクウ）
yogamukuu@gmail.com

事前募集
1,500円・初回500
円

12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

10時00分 12時00分 暮らしと家計の講習会 おどるスタジオ
岐阜友の会（田中）
☎058-384-8374
☎090-4866-0853

事前募集・当日参
加可・託児あり

資料代300円・託
児料250円（要申
込）

10時00分 16時00分 まちライブラリアン養成講座 かんがえるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

13時00分 14時00分 ピラティスレッスン 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

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

14時30分 15時30分 ネイル中級講座 つながるスタジオ
日本美作(株)
☎090-5868-6980（松浪）

見学自由 無料

16時00分 20時00分 よいおもちゃの選び方与え方講座 あつまるスタジオ
magokorohibiki@gmail.com
☎090-4441-9320（山川）

事前募集 1,000円

17時30分 20時30分 「結婚の学校」一日体験スクール（女子校） つながるスタジオ
サンセリテ
sincerite23@gmail.com

事前募集 無料

19時15分 20時45分 姿勢と歩き方で全身シェイプアップ おどるスタジオ
ポスチュアウォーキング
yamada@posturewalking.jp
☎090-6468-1416（山田）

事前募集・当日参
加可・見学自由

3,500円

13日（月） 10時15分 11時30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
☎080-5116-6991（松田）

事前募集 2,800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

13時00分 15時00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

1,000円

14日（火） 10時00分 11時50分 平成29年度文学講座　歴史講座 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

10時00分 11時30分 家庭教育セミナー「心の強い子に育てる！」 あつまるスタジオ
（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・託児300
円

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

当日参加可 無料

18時30分 20時00分 日本語の教え方講座 かんがえるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 無料

15日（水） 10時00分 12時00分 市民野菜づくり講座 みんなのホール
農林園芸課
☎058-214-2079（内線6206）

事前募集 無料

10時15分 11時30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
☎080-5116-6991（松田）

事前募集 2,160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 15時00分 ＜中高年向け＞軽体操とストレッチ おどるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会認定
uchimika8739@gmail.com
☎090-2774-3607（藤田美香）

事前募集 1,500円

13時00分 15時00分 チェスのゲームを楽しむ あつまるスタジオ
EBS
☎090-7311-1655

当日参加可・見学
自由

無料

19時30分 20時45分 ココロゆったりYOGA つながるスタジオ
マイトリーヨガ
☎090-6619-5262（池田）

当日参加可 1,000円

10月6日（金）
～12月17日
（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」（後期） みんなのギャラリー
信長公450プロジェクト推進課
☎058-213-0450

観覧自由 無料

3日（金・祝）
～5日（日）

えほんフェスティバル
★ぬいぐるみのおとまり会　★パレードのかめんをつくろ
う！　★仮装パレード

2階　市立中央図書
館

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

詳しくはチラシを
ご覧ください

無料

11日（土）～19日
（日）

ぎふ信長”ゆめ”の楽市
みんなの広場 カオカ
オ

岐阜市信長公450プロジェクト実行委
員会
☎058-213-0450（平日）
☎080-8246-5394（土日）

月・水 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

火・木
(23,28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

金
(3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

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。

詳しくはチラシをご覧ください 詳しくはチラシをご覧ください

詳しくはチラシをご覧ください


