
　

４　月　２１～３０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（日） 9:30 11:00 アミノバリューランニング教室説明会 おどるスタジオ
NPO法人ぎふ長良川走ろう会
☎058-230-1616

事前募集 無料

9:30 11:45 子育て力を磨く技を身につけよう－NLP心理学の学び— つながるスタジオ
あすなろ教室
suda1016@mail.goo.ne.jp
☎058-337-0453（須田　敏男）

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・空きあれ
ば当日可

3,000円・SNS等写真
掲載NGの場合は
4,000円

10:30 20:00 邦楽囃子祐の会（三味線太鼓演奏会） みんなのホール
邦楽囃子祐の会
☎090-8475-9927（山田）

観覧自由 無料

22日（月）
①9:45
②10:45

①10:30
②11:30

親子でランランリトミック おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円

10:00 13:00 鈴乃会　和装文化勉強会 かんがえるスタジオ
鈴乃会
☎090-7602-6562

事前募集 無料

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
http://mommyshug.peewee.jp

事前募集・見学自由
１回800円・6回チ
ケット4,000円

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～

13:00 17:30 宇宙の引き寄せ　宝地図作成セミナー あつまるスタジオ
酒井　康成
☎090-6803-0633

事前募集・当日参加
可

無料

23日（火） 9:00 12:00 ベビーマッサージ あつまるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000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

初回1,000円

10:30 16:30 台湾若石式足もみマッサージ つながるスタジオ
足もみMAGOKORO
hinarena2231@docomo.ne.jp
☎090-5113-7020

事前募集・当日参加
可

2,500円

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
gifuscdc.main.jp
☎058-262-1656

見学自由 無料

15:15 18:00 フラワーアレンジメント 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3,500円・プリザー
ブドフラワー4,500円

19:30 20:30 YUKI　ヨガレッスン おどるスタジオ
後藤　裕
☎090-2684-3458

当日参加可 1,000円

24日（水） 10:00 12:00 美文字＆絵手紙レッスン あつまるスタジオ
河口　瑛泉
☎090-2687-6583

事前募集・見学自由 2,300円

10:30 11:30 骨盤ボディメイクレッスン おどるスタジオ
インストラクター名aco
hb_base_aco@yahoo.com
☎090-1782-0213

事前募集・2名様から
催行致します

初回1,000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

25日（木） 10:00 13:00 平成31年度　岐阜市読書サークル協議会　総会 おどるスタジオ
岐阜市読書サークル協議会
☎058-247-9362

当日参加可 無料

10:15 12:30 おさなごはっけんくらぶ つながるスタジオ
岐阜友の会
☎090-9947-4140（服部）

事前募集・当日参加
可・見学自由

300円

15:15 16:45 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）

当日参加可・見学自
由

無料

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

26日（金） 10:00 11:30 岐阜市交通安全女性　総会 みんなのホール
岐阜市防犯・交通安全課
☎058-214-4964

事前募集 無料

10:30 11:30 子どもといっしょ♪ママさん体型リセット骨盤エクササイズ つながるスタジオ
三浦
☎090-1471-0150

事前募集・当日参加
可

1,000円

10:30 11:30 ママとベビーのワクワクヨガ おどるスタジオ
Angel Ring
☎090-1628-6386（棚橋）

事前募集・空きあれ
ば当日可

1,000円

12:00 14:00 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

事前募集・当日参加
可・見学自由

3,300円

18:30 20:30 山女子クラブ岐阜校　安全登山教室④ つながるスタジオ
山女子クラブ岐阜校
outdoorbutlers@gmail.com
☎090-8734-2308（山本）

事前募集・当日参加
可・見学自由

資料代1,000円

27日（土） 10:00 19:00 カードゲーム「限界都市」体験会 つながるスタジオ
ゲーム限界都市実行委員会
☎090-1820-9366

当日参加可・見学自
由

無料

9:00 13:00 知ってトクする　くらしのマネーセミナー かんがえるスタジオ
武市
☎090-9903-9072

事前募集・当日参加
可

無料
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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

10:30 12:30 雨量計をつくろう あつまるスタジオ
（一社）Do It Yourself
☎090-1820-9366

事前募集 500～3,500円

12:00 14:00 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

14:00 15:00 母の日のギフトに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・当日参加
可・見学自由

材料費1,000円

28日（日） 9:00 11:00 ピラティスグループレッスン つながるスタジオ
ピラティスルームスミカ
☎080-3628-1771（堀江）

当日参加可 1,000円

9:15 10:15 ヨガレッスン あつまるスタジオ
リフレッシュ＆リチャージ
☎090-5638-5268にショートメールでお申
し込みを。

事前募集 1,500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

11:15 12:45 HITキャラクトロジー®心理学　子育て入門講座 つながるスタジオ
河野　美帆
rose.bluemoon1109@gmail.com

事前募集
資料・弁当代2,000
円

13:00 15:00 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

13:00 17:00 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

17:30（17:00開
場）

19:30 フラメンコ発表会　Fiesta de Flamenco みんなのホール
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

29日（月・祝） 9:00 12:00 バイオリン合奏練習 かんがえるスタジオ
青山バイオリン教室
☎058-262-6941

見学自由 無料

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

18:00 20:00 フラダンス おどるスタジオ
Hálau 'O Ku'uleialohamaikalá
aco.kuuleialoha@gmail.com

事前募集・見学自由 無料

30日（火・休） 12:45 14:00 汗だく爽快・ストレス発散　ミカ's ブートキャンプ（子連れOK） 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　ミカ（藤田）
uchimika8739@gmail.com

事前募集・空きあれ
ば当日可

お一人様2,500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）

当日参加可 1,000円

13日（土）～18日
（木）

9:00 18:00 第40回記念岐阜県書作家協会会員展 みんなのギャラリー
今田　紅渓
☎058-257-1439

観覧自由 無料

15日（月）～21日
（日）

9:00 21:00 JICAボランティア写真展 ドキドキテラス
JICA岐阜県デスク
☎058-263-8069（世古）

観覧自由 無料

23日（火）～28日
（日）

9:00
17時00分

（28日は16時ま
で）

第63回　岐阜水彩展 みんなのギャラリー
岐阜県水彩画会
☎090-8182-0505（今尾）

観覧自由 無料

月・水（29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
（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（30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
（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

月・火・水・金
（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
（6、13、14、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。


