
　

１０　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（月） 10:10 11:45 ママとベビーのえいごであそぼ！ つながるスタジオ
マミーズハグ
https://mommys-hug.amebaownd.com

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

13:30 16:00 第17回幸の会　朗読発表会 みんなのホール
幸の会
☎058-241-6112

観覧自由 無料

15:00 16:00 アロマワックス　サシェ　１day講座 あつまるスタジオ
ソレイユ
soleil-sun@yk.commufa.jp
☎090-2779-4168

事前募集・見学自由 1,800円

20:00 21:00 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（堀江）

事前募集 1,000円

2日（火） 9:45 11:45 親子でともに育つぷち講座～アドラー心理学にもとづいて～ あつまるスタジオ
岐阜アドラー心理学研究会
☎090-2944-0144（クボタ）

事前募集・空きあれ
ば当日可

500円

10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座 現代文学講座 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

10:30 11:30 ママヨガ おどるスタジオ
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

13:00 14:50 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

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスの練習 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
☎058-262-1656

見学自由 無料

15:30 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L'amour
☎090-6595-4195

事前募集
生花3,500円・プリザ
4,500円

3日（水） 10:00 11:30 家庭教育セミナー 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

受講料500円

10:00 12:00 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus かんがえるスタジオ
Sunny Circus　松田友希
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800円

①10:30
②11:00

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 15:30 燦餐の会 おどるスタジオ
燦餐の会（野村）
☎090-7684-2899

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 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

18:00
（開場17:30）

19:30 友好都市交流　フィレンツェ宮廷舞踊への誘い みんなのホール
岩田
☎090-7020-4877

事前募集・当日参加
可

全自由席2,000円

18:30 20:30 山女子クラブ岐阜校　登山教室 つながるスタジオ
https://m.facebook.com/yamajyoshiclu
bgifu/
☎090-8734-2308（山本）

事前募集・当日参加
可

資料代1,000円

4日（木） 10:15 12:30 おさなご発見くらぶ おどるスタジオ
岐阜友の会
☎090-9947-4140

事前募集・当日参加
可・見学自由

300円

10:20 11:35 市民自主講座　おかあさんのためのいのちと性の教室 あつまるスタジオ
岐阜市生涯学習センター
☎058-268-1050

事前募集・定員に満
たない場合は中止
となります

1,500円

13:30 15:00 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

12:30 14:00 はじめてのくつえらび勉強会 あつまるスタジオ ☎090-2260-9258（担当：沖廣）
事前募集・当日参加
可

500円

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

見学自由・二胡をお
持ちの方は持って
来て一緒に演奏で
きます

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 16:00 MILI　MILI HURA STUDIO フラダンスレッスン おどるスタジオ
MILI　MILI HURA STUDIO
☎090-9900-7293

当日参加可・見学自
由

体験1,000円

15:00 16:30 楽筆教室 つながるスタジオ
楽筆協会
http://rakuhitsu.com
☎0564-62-5850（かなだつとむ）

当日参加可 初回体験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

5日（金） 10:00 11:15 お遊び会 かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 １組500円

10:00 11:30 手話勉強会 つながるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

当日参加可・事前連
絡要

無料

10:10 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
https://mommys-hug.amebaownd.com

事前募集・見学自由
１回800円・6回分
4,000円

10:30 11:30 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

体験1,000円

13:30 14:30 ママとベビーのワクワクヨガ あつまるスタジオ
Angel Ring
☎090-1628-6386（棚橋）

事前募集・空きあれ
ば当日可

1,500円

14:15 15:15 体の中からきれいになろうフラダンス おどるスタジオ
大熊
☎090-3887-3700

当日参加可 500円

15:00 18:00 空き家セミナー・空き家相談会 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

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

1,000円

19:00 20:30 おとなの夜学 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

 

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 



　

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

19:30 20:30 ユキ・ヨガレッスン かんがえるスタジオ
後藤　裕
☎090-2684-3458

事前募集・当日参加
可

1,000円

6日（土） 10:00 13:15 ママとベビーの手作りフォトイベント おどるスタジオ
tetote ＆　ArtLabぎふ
☎080-1558-0937

事前募集・当日参加
可・見学自由

3,800円

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

13:30 15:00 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

当日参加可 無料

13:30 14:30 ダンボールコンポスト講座 ドキドキテラス
岐阜市循環型社会推進課
☎058-214-2179

事前募集 無料

13:30 15:30 岐阜薬科大学　市民公開講座 かんがえるスタジオ
岐阜薬科大学
☎058-237-3931

事前募集 全5回分で2,500円

16:00 18:00 子供バレエ おどるスタジオ
子供バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

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

見学自由 無料

16:30 17:30 アロマワックス　サシェ　１day講座 つながるスタジオ
ソレイユ
soleil-sun@yk.commufa.jp
☎090-2779-4168

事前募集・見学自由 1,800円

18:30 19:30 認知症で困らない遺言・信託セミナー かんがえるスタジオ
司法書士　塚原　慧
☎058-247-7013

事前募集・当日参加
可

無料

7日（日） 9:20 10:35 ジャイロヨガ つながるスタジオ
山田
gracia24@ezweb.ne.jp

事前募集・当日参加
可

1,000円

① 9:45
②13:15

①11:50
②15:20

COCO塾ジュニア　スピーチコンテスト2018 みんなのホール
COCO塾ジュニア　岐阜校
☎058-267-6605

関係者

10:00 12:00 青山バイオリン教室合奏 おどるスタジオ
青山バイオリン教室
☎058-262-6941

見学自由 無料

10:00 17:00
～心によりそう～ウォルドルフ人形展
同時開催　子どものシュタイナー教育水彩画展

かんがえるスタジオ
ビーンズ
info@beans-gifu.com
☎080-5125-0058

当日参加可・見学自
由

ワークショップ参加
費・物販

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・空きあれ
ば当日可

3,000円・SNS等に写
真掲載不可の場合
4,000円

12:00 13:00 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（堀江）

事前募集 1,000円

13:00 15:00 そらヨガサークル（クリスタルボウル　陰ヨガ） 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

1,500円

13:30 15:30 愛する力を身につける講座 つながるスタジオ
ママエイド事業部
☎058-215-9238
☎090-1474-6312

当日参加可 500円

16:00 18:00 やってみよう！触れてみようプログラミング おどるスタジオ
ボラネット
☎058-293-3393（齋藤）

事前募集・当日参加
可

無料

16:00 21:00 ワンコイン骨盤矯正体験会 つながるスタジオ
カイロオフィスかわしま
☎090-7674-4541

事前募集・当日参加
可・見学自由

500円

19:00 20:30 仏教勉強会 あつまるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169

当日参加可 無料

8日（月） 15:30 17:30 歌姫　つる　ジョイントコンサート みんなのホール
歌姫
☎090-9936-4850（小林）

観覧自由 無料

3日（水）～5日
（金）

9:00 13:00 小さな道の駅　秋の味覚　旬の野菜販売
みんなの広場　カオ
カオ

ウカイ
☎090-7302-5339

販売

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
（休館日は除く）

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
（9日～25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
（8日は除く）

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
（10日～31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
（休館日は除く）

10:30 11:45 秋のモーニングイベントは折り紙！ 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
（3、17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
（6、13、20、21、

28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。


