
　

６　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（火） 10:00 12:00 ウォーキングレッスン おどるスタジオ
岩田
☎090-9022-6410

事前募集・当日参加可 3,000円

10:00 12:00 利き脳片づけ収納術講座 つながるスタジオ
伊藤
c.hchiha37@gmail.com

事前募集 3,850円

13:00 15:00
スコティシュカントリーダンスの練習
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

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

14:00 15:30
令和2年度　第1回人権学習講座
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

みんなのホール
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

当日参加可 無料

18:00 20:00 ドイツ語講座 あつまるスタジオ
岐阜日独協会
☎058-387-4596

当日参加可・見学自由 無料

17日（水） 10:00 13:00 ①ママとベビーのワクワクヨガ　②ママのワクワクヨガ 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

10:30 12:30
子どもの「生きる力」を育てる講演会
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

かんがえるスタジオ
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 無料

12:00 13:30
ルンルンスマイル　ウォーキングレッスン
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

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

3,500円

13:00 16:00 フラワーアレンジメント つながるスタジオ
Le Violette
☎090-7686-9898（白木）

事前募集・見学自由 3,600円

13:30 15:30
燦餐の会
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

かんがえるスタジオ
燦餐の会
☎090-7684-2899（野村）

事前募集・当日参加可 600円

17:30 19:00 ヒッポファミリークラブ 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

19:00 20:30
逃げ恥の大ヒットの秘密とブッダの明かす本当の癒し
とは？

あつまるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

当日参加可・見学自由 無料

18日（木） 10:00 11:30 家庭教育講座
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

みんなのホール
（公社）スコーレ家庭教育振興協会　東海地
区
☎090-1101-1586（今井）

事前募集・当日参加可・
託児あり

受講料500円

10:30 11:30
ママヨガ＆産後トレーニング
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

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

10:30 11:30 やさしいモーニングヨガ あつまるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットは持
参ください

初回体験500円

13:00 15:00 荒井デッサン教室 つながるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由・関係者は当日
参加可

無料

13:30 14:30 中高年向け　軽体操＆バランスボールストレッチ おどるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会認定バランス
ボールインストラクター藤田美香
uchimika8739@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日参加可

1,500円

14:00 16:00
スマートフォン教室　※ソフトバンクユーザー以外も
OK！
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

かんがえるスタジオ
ソフトバンク西鏡島
☎058-255-5030

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

18:00 20:00 楽笑会　己書　体験会と幸座 かんがえるスタジオ
楽笑会　楽笑元気道場
sumie712@gmail.com
☎090-8545-7290（桂川）

事前募集・当日参加可・
見学自由

初体験1,000円・大人2,000
円・小人1,000円・筆ペン
貸出販売あり

19日（金） 10:00 11:30 手話勉強会 かんがえるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

事前募集 無料

10:00 11:30 絶対に知っておきたい終活7つのポイントとその準備 あつまるスタジオ
日本エンディング協会
☎0120-481-743

事前募集・当日参加可 無料

10:30 12:30
こどもトリニティネット　サロン交流会
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

おどるスタジオ
NPO法人こどもトリニティネット
☎058-295-6667

事前募集 無料

13:00 16:00
マナー講座
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

かんがえるスタジオ
岩田
☎090-9022-6410

事前募集・当日参加可 3,000円

14:00
みんなの図書館シアター
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日参加可 無料

19:00 20:30 歎異抄の勉強会 あつまるスタジオ
古典を学ぶ会
☎070-1369-7141

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／h

21日（日）
①10:30
②13:30

①12:00
②15:00

子供ロボットプログラミング大作戦（①STEP2・②
STEP3）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

おどるスタジオ
勉強禁止！子供ロボットプログラミング塾
https://www.roboprojuku.com
☎058-338-0587

事前募集・空きあれば当
日参加可

参加費2,000円

14:00 14:50
「シモシュとあそぼ！音であそぼ！」（X-jam)
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

かんがえるスタジオ
ぎふサンSUN子ども劇場協議会
gifusunsunkg@yahoo.co.jp

事前募集・会員登録が必
要です

入会金300円・月会費
1,300円（４才以上）

16:00 19:00 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

18:30 20:30 外出自粛で本当に問われる「生きる意味」 かんがえるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

当日参加可・見学自由 無料

19:30 20:30 サルセーション　レッスン おどるスタジオ
KUMIKO
☎090-6368-8773

事前募集・当日参加可・
見学自由

700円

22日（月） 10:00 13:00
鈴乃会　着付和装文化勉強会
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

かんがえるスタジオ
浅野　美鈴
☎057-454-3125

事前募集 無料

①10:10
②11:00

①10:55
②11:45

ママとベビーのえいごであそぼ！
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

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）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

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

10:15 11:30 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus おどるスタジオ
Sunny Circus松田友希
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800円

23日（火）
①10:00
②13:00

①12:00
②15:00

①ハーバリウム体験教室
②仏教講演会

かんがえるスタジオ
阿含宗　岐阜道場
☎058-266-8926（酒井・若原）

事前募集・当日参加可・
見学自由

①材料費1,000円
②無料

10:30 11:30 骨盤ボディメイクレッスン
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

つながるスタジオ
インストラクターaco
hb_base_aco@yahoo.com
☎090-1782-0213

事前募集 初回1,000円

10:30 11:45 ママのためのyoga（子連れOK） あつまるスタジオ
小椋
mokohime1979@gmail.com

事前募集・当日参加可・
見学自由

1,500円

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスの練習
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

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

〒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）

毎月最終火曜日及び年末年始（12/31～1/3）
※最終火曜日が祝休日と重なる場合は、翌日が休館日となります。

※最終火曜日が年末年始と重なる場合は、前週の火曜日が休館日となります。

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



　

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

13:00 15:00 HITキャラクトロジー心理学子育てマスター講座 あつまるスタジオ
HITキャラクトロジー心理学協会
bkdcn380@ybb.ne.jp（大野）

事前募集 無料

13:30 14:30
骨盤ボディメイクレッスン
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

つながるスタジオ
インストラクターaco
hb_base_aco@yahoo.com
☎090-1782-0213

事前募集 初回1,000円

14:00 15:30
令和2年度　第2回人権学習講座
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

みんなのホール
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

当日参加可 無料

15:15 17:00 フラワーアレンジメント
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

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
3,600円・プリザーブドフラ
ワー4,600円

24日（水） 10:00 12:00
「健康な肌づくりは元気の秘訣」
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

かんがえるスタジオ
わの会母親カウンセラーネットワーク
wanokai39@yahoo.co.jp

当日参加可 非会員500円

10:30 12:00 暮らしのマネーセミナー おどるスタジオ
担当：武市
☎080-7411-1440

事前募集 無料

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
3,000円・SNS等へ写真掲
載NGの場合4,000円

13:00 16:00 フラワーアレンジメント おどるスタジオ
Le Violette
☎090-7686-9898（白木）

事前募集・見学自由 3,600円

17:30 19:00 ヒッポファミリークラブ つながるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

25日（木） 10:00 12:00 ママのためのヨガ あつまるスタジオ
ぎふママカレッジ
gifumamacollege@gmail.com

事前募集・見学自由 500円

10:30 11:30 やさしいモーニングヨガ つながるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットは持
参ください

初回体験500円

13:00 14:30 たった1時間で現代の葬儀事業が丸わかり！！ あつまるスタジオ
日本エンディング協会
☎0120-481-743

事前募集・当日参加可 無料

15:30 20:00 空き家塾 あつまるスタジオ
NPO岐阜空き家・相続共生ネット
☎058-253-5255

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

18:15 20:15 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

26日（金） 9:00 12:00 楽笑会　己書　体験会と幸座 あつまるスタジオ
楽笑会　楽笑元気道場
sumie712@gmail.com
☎090-8545-7290（桂川）

事前募集・当日参加可・
見学自由

初体験1,000円・大人2,000
円・小人1,000円・筆ペン
貸出販売あり

10:30 11:20 Sun Son English♪（1～3さいの親子えいご） おどるスタジオ
Sun Son English♪（松村）
sae00329@gmail.com
http://ameblo.jp/33eigo/

事前募集 2,000円

13:00 15:00 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
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由・関係者は当日
参加可

無料

19:00 20:30 年中行事を愉しむ室礼講座 あつまるスタジオ
ぎふしつらいの会
info.issyu@gmail.com

事前募集・見学自由 2,000円

27日（土） 10:00 11:30
ラジオ体操祭り
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

かんがえるスタジオ
岐阜県ラジオ体操連盟
☎058-242-3988（西林）

事前募集・当日参加可 無料

10:30 12:00 年中行事を愉しむ室礼講座 あつまるスタジオ
ぎふしつらいの会
info.issyu@gmail.com

事前募集・見学自由 2,000円

13:30 15:00
うたごえ広場「夏のうた」
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

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

14:00 16:30 大人のためのペーパーリーフアート講座 おどるスタジオ
ペーパーリーフアート倶楽部
☎090-9896-6078（岩越）

事前募集・当日参加可・
見学自由

参加費500円

16:00 19:00 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

19:00 20:30 歎異抄の勉強会 つながるスタジオ
古典を学ぶ会
☎070-1369-7141

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

28日（日） 10:00 12:00 太極拳・福顔ハッピーフェイス おどるスタジオ
MIWA・BODY・LABO
kyon0168@gmail.com

当日参加可・見学自由 2,000円

①10:30
②13:30

①12:00
②15:00

子供ロボットプログラミング大作戦（①STEP2・②
STEP3）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

おどるスタジオ
勉強禁止！子供ロボットプログラミング塾
https://www.roboprojuku.com
☎058-338-0587

事前募集・空きあれば当
日参加可

参加費2,000円

①12:15
②13:00

①12:50
②13:45

おなか引きしめピラティス　やさしいヨガ おどるスタジオ
RIKA
rk.31.fitness@gmail.com

事前募集・当日参加可 1本800円・2本1,500円

13:00 16:00 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

16:00 19:00 てにておラジオ総会 かんがえるスタジオ
てにておラジオ
☎090-1983-0784（浅井）

関係者 無料

16:30 18:30
笑顔で健康
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

あつまるスタジオ
ありがとう感謝ネットワーク
☎090-4260-3877

見学自由 無料

19:30 20:30 サルセーション　レッスン おどるスタジオ
KUMIKO
☎090-6368-8773

事前募集・当日参加可・
見学自由

700円

29日（月） 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 14:30 骨盤ボディメイクレッスン
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

おどるスタジオ
インストラクターaco
hb_base_aco@yahoo.com
☎090-1782-0213

事前募集 初回1,000円

30日（火）

1日（月）～6日
（土）

9:00（1日は
13:00）

18:00（6日
は17:00）

フォトグループ『光影』写真展
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

みんなのギャラリー
フォトグループ『光影』写真展
☎090-5456-9738（堀江）

観覧自由 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。

休　　館　　日


