
　

５　月　２１～３１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

21日（月） 10時00分 12時00分 荒井デッサン教室 あつまるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.co
m

見学自由 無料

①10時15分
②12時30分

①11時30分
②13時45分

ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus つながるスタジオ
ベビーサイン＆クラフト教室Sunny
Circus（松田友希）
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800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！） 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 参加費1,500円～

13時00分 15時00分 朗読教室 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

21日（月） 13時00分 16時50分
JAぎふ合併１０周年記念「暮らしと市街化農地を考える
セミナー」

みんなのホール
岐阜新聞社　広告局
☎058-264-1158（浅野）

関係者 無料

22日（火） 10時00分 11時00分 わらべうたベビーマッサージ　ふれあい遊び おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 500円

10時30分 11時30分 モモMサトウ公演　濱島秀行演奏 みんなのホール
モモMサトウ
☎090-1569-7859

観覧自由 無料

15時30分 20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

19時00分 20時00分 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

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円

23日（水）
①10時15分
②12時30分

①11時30分
②13時45分

ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus あつまるスタジオ
ベビーサイン＆クラフト教室Sunny
Circus（松田友希）
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800円

14時00分 17時00分 アロハの風を感じる会 あつまるスタジオ
アロハの風を感じる会
☎090-2340-2203

事前募集・当日参加
可

無料

17時00分 19時00分 ヒッポだいだいファミリー つながるスタジオ
ヒッポだいだいファミリー
☎080-5431-4455（池田）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

24日（木） 10時00分 12時00分
キャリアデザインは私の心の中にある　思いっきり描こ
う！未来の私

あつまるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 3,000円

13時00分 16時00分 岐阜県空き家管理業協会総会 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 無料

15時30分 17時00分 AI（人工知能）とライフスタイル かんがえるスタジオ
岐阜インテリアコーディネータークラ
ブ
☎090-6767-6520（小川）

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

25日（金） 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 1,000円

13時00分 15時00分 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.co
m

見学自由 無料

16時00分 18時00分 最新・雇用関係助成金セミナー あつまるスタジオ
東海雇用助成金研究会
☎058-227-3751

事前募集・当日参加
可

5,000円

19時15分 20時30分 ユキ　ヨガ　レッスン かんがえるスタジオ
ユキ・ヨガレッスン
☎090-2684-3458

事前募集 1,000円

26日（土） 9時30分 10時30分 ヨガレッスン おどるスタジオ
リフレッシュ＆リチャージ
☎090-5638-5268

事前募集・当日参加
可

1,000円

9時50分 11時40分
映画上映会＆主演：砂長美んさん講演会
ドキュメンタリー映画「ディスレクシア　DXな日々－美ん
ちゃんの場合－」

みんなのホール
清流障がい者就業・生活支援セン
ター　ふなぶせ
☎058-215-8248

当日受付OK・予約優
先

無料

10時30分 12時00分 公開講座『新古今和歌集』の魅力 かんがえるスタジオ
岐阜市立女子短期大学
☎058-296-3131

事前募集 1,000円

12時00分 16時00分 第11回　WordBench岐阜 あつまるスタジオ
WordBench岐阜
wbgifu@gmail.com

事前募集 500円

12時00分 14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

13時30分 15時40分 「夢駈ける坂」上映会＆アコースティックライブ みんなのホール
飛騨小坂まちおこし映画実行委員会
kumazaki@ccn.aitai.ne.jp
☎080-3064-0121（熊崎）

事前募集・当日参加
可

500円

17時00分 ほたるまつり
みんなの広場 カオ
カオ・ドキドキテラス・
みんなのホール

岐阜南ロータリークラブ 雨天中止 キッチンカーは有料

18時00分 21時00分 着付け教室 つながるスタジオ
乾
☎058-263-0345

当日参加可・見学自
由

2,000円

27日（日） 10時00分 12時00分 荒井水墨画サークル つながるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.co
m

見学自由 無料

10時00分 12時00分
７ヶ国語で話そう。講座　「多言語で子育て！じぶん育
て！」

かんがえるスタジオ
（一財）言語交流研究所ヒッポファミ
リークラブ
☎080-5431-4455（池田）

事前募集・当日参加
可

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 



　

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

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

15時00分 17時00分 プライズ　オブ　尾崎　ゴスペルレッスン かんがえるスタジオ
Praise of Ozaki
praiseofozaki@gmail.com

当日参加可・見学自
由

1,500円

18時30分 20時45分
学習交流会「憲法を活かし、子ども・若者たちの学ぶ権利
を保証するために」

かんがえるスタジオ
「前川喜平さん講演会　in ぎふ」実行
委員会事務局
☎090-6644-9048

事前募集・当日参加
可

資料代200円・学生・障
がい者、前川喜平さん講
演会参加者は無料

18時30分 20時00分 モンゴル音楽コンサート みんなのホール
PTPI岐阜
☎090-8323-2045（河合）

事前募集 500円・全自由席

28日（月） 10時00分 13時00分 鈴乃会和装文化　着付技能勉強会 かんがえるスタジオ
鈴乃会
☎0574-54-3125

事前募集 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

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回分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

13時00分 15時00分 朗読教室 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

18時30分 20時30分
山女子クラブ岐阜校登山教室　第２回　安全な登り方下
り方を学ぼう

つながるスタジオ

山本
https://m.facebook.com/yamajyoshi
clubgifu/
☎090-8734-2308

事前募集・当日参加
可

資料代1,000円

19時30分 20時30分 ヨガレッスン おどるスタジオ
リフレッシュ＆リチャージ
☎090-5638-5268

事前募集・当日参加
可

1,000円

29日（火）

30日（水） 10時00分 12時00分 手作り絵本の台本作り つながるスタジオ
村瀬
☎058-239-7396

事前募集 800円（教材込）

10時00分 12時30分 食ナビベータ―育成講座　第１回 あつまるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集
3,600円／１回（全６講座
一括20,000円）

12時30分 13時45分
ストレス発散！リズムにカラダ合わせパワフルバランス
ボール

おどるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会認定
uchimika8739@gmail.com（ミカ）

事前募集・空きあれ
ば当日参加可

1,800円

17時00分 19時00分 ヒッポだいだいファミリー おどるスタジオ
ヒッポだいだいファミリー
☎080-5431-4455（池田）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

31日（木） 10時00分 12時00分
７ヶ国語で話そう。講座　「多言語で子育て！じぶん育
て！」

かんがえるスタジオ
（一財）言語交流研究所ヒッポファミ
リークラブ
☎080-5431-4455（池田）

事前募集・当日参加
可

無料

13時30分 15時30分 燦餐の会 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

14時00分 16時00分 ミリミリフラダンス　フラレッスン あつまるスタジオ
ミリミリフラスタジオ
☎090-9900-7293

見学自由 参加1,000円

17日（木）～23日
（水）

9時30分
（17日は13時）

16時30分
（23日は16時）

岐阜円空仏を彫る会　第７回作品展 みんなのギャラリー
大竹　春夫
☎080-6909-1223

観覧自由 無料

25日（金）～31日
（木）

10時30分 16時00分 青山　桂己　個展 みんなのギャラリー
青山　邑史
☎090-3305-2782

観覧自由 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 わんこカート きららのおはなし会

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。

休　　館　　日


