
　

５　月　１～１０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

1日（火） 10時00分 11時50分 読書サークル協議会文学講座 現代文学講座 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

①10時00分
②11時15分

親子体験イベント おどるスタジオ
TOEベビーパーク
☎0120-415-181

事前募集 無料

13時00分 14時00分 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
lunlunsmile.com

当日参加可 3,300円

18時30分 20時00分 フラワーアレンジメントレッスン あつまるスタジオ
フラワーサークル　L'amour（ラムー
ル）
☎090-6595-4195

事前募集 3,500円

2日（水） 12時00分 16時00分 水墨画応用講座 おどるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.co
m

見学自由 無料

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

3日（木） 10時30分 18時10分 見て、聞いて、体験！！カイロプラクティックってなに？ かんがえるスタジオ
三浦
☎090-5109-1849

当日参加可・見学自
由

500円

14時30分 にゃんこカートの愛称発表会
２階　親子のグロー
ブ

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日参加可 無料

4日（金）
①13時30分
②15時30分

①15時00分
②17時00分

婚活パーティ あつまるスタジオ
はなしま専科
hanashimasenka.k@gmail.com
☎080-3774-6351

事前募集・当日参加
可

男4,980円・女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

5日（土） 9時15分 9時45分 子供の日に送るゴスペルミニコンサート！ おどるスタジオ
ゴスペルクラブ「リジョイス」
☎090-6571-9954

当日参加可・見学自
由

無料

10時00分 11時45分 映画「心に寄り添う」上映会 みんなのホール
（宗）幸福の科学岐阜支部
☎090-1287-1103（出口）

観覧自由 無料

10時00分 12時00分 子供バレエ おどるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

10時00分 12時00分 タッピングタッチ基礎講座 つながるスタジオ
川本
☎090-1099-8549

事前募集 3,000円

10時00分 16時00分 カイロ＆美容カイロ体験会 あつまるスタジオ
岡部
☎090-7609-3135

事前募集・当日参加
可

500円

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15分 12時45分 子供の日に送るゴスペルミニコンサート！ おどるスタジオ
ゴスペルクラブ「リジョイス」
☎090-6571-9954

当日参加可・見学自
由

無料

13時00分 15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

15時00分 17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）

17時30分 19時00分 ラクして身につく！『腸スッキリヨガ体験』 あつまるスタジオ
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・見学自由

1,500円

18時00分
（17時30分開場）

コートジボワール・日本友好コンサート みんなのホール
NPO法人ぎふ・コートジボワール
☎058-295-5577

全席自由
当日3,000円・前売2,500
円

6日（日） 9時00分 12時00分 合奏練習 かんがえるスタジオ
青山ヴァイオリン教室
☎058-262-6941（青山）

見学自由 無料

① 9時30分
②13時30分
③15時30分

①12時00分
②15時00分
③17時00分

①カルテット幼児教室（満6ヶ月～よちとこクラス9:30～
10:30・満18ヶ月～ぴょんぐんクラス11:00～12:00）
②はじめてのドイツゲーム
③よいおもちゃの選び方与え方講座

つながるスタジオ
magokorohibiki@gmail.com
☎090-4441-9320（山川）

事前募集
①2,000円
②800円
③1,000円

10時00分 12時00分 ピラティスグループレッスン あつまるスタジオ
ピラティスルームスミカ
☎080-3628-1771

事前募集 1,000円

10時00分 16時00分 スポーツリズムトレーニングディフューザー養成講習会 おどるスタジオ
吉田　和也
yoshikazurpt0721@gmail.com
☎080-3760-6106

事前募集 参加費10,000円

13時00分
（12時30分開場）

スズキ・メソードの子どもたちによる　Piano Concert ＆
河合麻衣子卒業記念リサイタル

みんなのホール
才能教育研究会　スズキメソード　ピ
アノ科　安藤クラス
☎090-1745-9050（安藤）

観覧自由 無料

13時30分 15時00分 ぎふライブラリークラブ「科学する絵本」 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

 

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 【ぎふメディアコスモス自主事業イベント告知】 

５月１２日（土）・１３日（日） ★みんなの森に大集合 ～あんなコト、こんなコト、できちゃうかも～  

楽しいステージイベントや ワークショップ、体験コーナーなど、全館あげての盛りだくさんの企画です。 

 ◆ 5月12日（土） 多文化交流フェスタ in メディコス 

 ◆ 5月13日（日） みんなの森に大集合ーあんなコト、こんなコト、できちゃうかもー 

 ◆ 5月12日（土）・5月13日（日） みんなの広場 カオカオにも大集合 －お腹も大満足－ 



　

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

7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

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・見学自由
1回800円・6回チケット
4,000円

10時30分 11時30分 産後バランスボール（育児に必要な体力をつける！） 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円～

8日（火） 10時00分 11時50分 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時30分 11時30分 ベビーマッサージ教室 あつまるスタジオ
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

1,000円

13時30分 14時30分 スコティシュカントリーダンス おどるスタジオ
有田　典和
☎058-262-1656

見学自由 無料

13時30分 15時30分 リウマチさんの学びの集い かんがえるスタジオ
公益社団法人　日本リウマチ友の会
岐阜支部
☎0584-62-5238（増田）

当日参加可 無料

15時30分 17時00分 フラワーアレンジメントレッスン 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

16時15分 18時30分 経営セミナー「輝かしい未来を切り拓くために」 かんがえるスタジオ
税理士法人NEXT
☎058-275-3555

事前募集 無料

9日（水） 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

事前連絡要 無料

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

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
https://araisuibokuga.amebaownd.co
m

見学自由 無料

10日（木） 9時00分 12時00分 仲人交流会 かんがえるスタジオ
仲人交流会
☎090-8074-4225

当日参加可 無料

10時00分 12時00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30分 13時30分
赤ちゃん連れOK　お子様連れてなくても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
☎090-2774-3607（藤田美香）

事前募集・空きあれ
ば当日参加可

1,500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 無料

15時30分 17時00分 チェスのゲームをしよう あつまるスタジオ
EBS
☎090-7311-1655（山田）

事前募集・当日参加
可・見学自由

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

見学・体験は無料

18時30分 20時30分 山女子クラブ岐阜校登山教室 つながるスタジオ

山女子クラブ岐阜校
http://www.facebook.com/yamajyos
hiclubgifu/
☎090-8734-2308（山本）

事前募集・当日参加
可

資料代1,000円

2日（水）～7日（月） 10時00分
16時00分

（7日は15時）
絵てがみと水彩画展 みんなのギャラリー

笑ってる会　絵てがみと水彩画
☎090-3951-9784

観覧自由 無料

8日（火）～14日
（月）

9時00分
(8日は

13時00分）

21時00分
（14日は

12時00分）

展示「楽しく知ろう！国際交流・国際協力・多文化共
生」、スロバキア展

みんなのギャラリー
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

当日参加可 無料

火・水・木・金
（29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

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

毎日 10時30分 11時45分 海外から来た方を迎えるウエルカムカードを作ろう！ 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
（2、16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
（5、12、13、19、
20、27日は除く）

14時00分 14時30分 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。


