
　

１０　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（金） 10:00 11:30 手話勉強会 おどるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

事前募集 無料

14:00 16:00
「ぎふ長良川水辺空間活用協議会シンキングチーム」
公開会議

ドキドキテラス
岐阜市ぎふ魅力づくり推進政策課
☎058-265-3980（担当：河合）

観覧自由 無料

17日（土）
① 9:30
②10:30

①10:20
②11:20

①Sun Son English♪（しっかり学ぶ園児さんクラス）
②Sun Son English♪（1～3才楽しく学ぶ親子えいごク
ラス）

あつまるスタジオ
Sun Son English♪（sae）
sae00329@gmail.com
http://ameblo.jp/33eigo/

事前募集 ①2,500円・②2,000円

9:30 11:30 第17回　CoderDojo岐阜 おどるスタジオ
Shift
hello@coderdojo-gifu.org

事前募集・見学自由 無料

13:00 14:30 Webの学校　－情報交換・交流会 おどるスタジオ
Shift
shift.gifu@gmail.ocm

事前募集・見学自由 無料

14:00 16:00 大人のためのペーパーリーフアート講座 かんがえるスタジオ
岩越　昌文
☎090-9896-6078

事前募集・当日参加可・
見学自由

参加費500円

19:30 20:45 ヨガ つながるスタジオ
AY.YOGA
ay.yoga@gmail.com

事前募集・体験あり（都度
払い）

月謝制

18日（日） 9:00 11:00 バイオリン合奏レッスン おどるスタジオ
青山バイオリン教室
☎058-262-6941

当日参加可・見学自由 無料

10:00 11:30 子育てセミナー あつまるスタジオ
家庭倫理の会岐阜市
☎090-6575-3009

事前募集 未会員のみ500円

11:00 17:00 プログラミングとイラスト教室 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

①11:15
②12:00

①11:50
②12:45

①おなか引きしめピラティス
②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

事前募集・見学自由 無料

13:30 15:30 ベリーダンス　WS おどるスタジオ
Maryam Belly Dance
maryam.bellydance3@gmail.com

事前募集 有料

14:00 16:00
第1回シビックプライド講座「都市が元気になるため
に。」

ドキドキテラス
ぎふメディアコスモス
☎058-265-4101

事前募集・Zoom参加可 無料

19日（月） 10:00 12:00 荒井デッサン教室 おどるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

10:00 15:00 チャレンジしよう！ かんがえるスタジオ
縁（えにし）の会
☎090-4089-1256（山下）

事前募集・当日参加可・
見学自由

材料費500円

10:30 11:30 産後バランスボール 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 参加費1,800円～

20日（火） 10:00 11:50 岐阜市読書サークル協議会　文学講座 みんなのホール
岐阜市読書サークル協議会
☎058-276-6041

事前募集 年額4,000円

10:00 15:00 メディコスマーケット説明会 かんがえるスタジオ
NPO法人クローバ
☎080-4547-7792

事前募集 無料

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスのレッスン 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
http://gifuscdc.main.jp
gifuscdc.info@gmail.com

見学自由 無料

15:15 17:00 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
3,600円・プリザーブドフラ
ワー4,600円

20:00 21:00 BLAZE DANCE STUDIO おどるスタジオ
BLAZE
☎090-7952-4991

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

21日（水） 9:00 12:00 三味線 おどるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366

事前募集・見学自由 無料

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

事前募集 2,000円

10:30 12:00頃 暮らしのマネーセミナー／教育資金セミナー かんがえるスタジオ
武市
☎080-7411-1440

事前募集 無料

12:00 13:30 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
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 かんがえるスタジオ
Le.Violette
☎090-7686-9898（白木）

事前募集・見学自由 3,600円

18:00 19:30 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 21:00 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

22日（木） 10:00 11:30 家庭教育講座 みんなのホール
（公社）スコーレ家庭教育振興協会
☎058-216-3700

事前募集・当日参加可 500円

10:30 11:30 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 朝ヨガベーシック つながるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご
持参ください

体験500円・月謝割有

10:30 12:00 お花の教室 かんがえるスタジオ
アーガマ会
☎058-266-8926（酒井・若原）

事前募集・当日参加可 1,500円材料費

12:30 13:30
中高年向け　軽体操＆ストレッチ（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 1,500円

13:00 14:00 スマホ教室 あつまるスタジオ
ドコモショップ岐阜正木店
☎0120-598-511
☎058-215-5625

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

13:00 15:00 仏教講演会 かんがえるスタジオ
アーガマ会
☎058-266-8926（酒井・若原）

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

23日（金） 10:00 11:30 ぞうさんクラブ研修会 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

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 無料

15:00 19:00 中部部品加工協会　ものづくり企業展 かんがえるスタジオ
中部部品加工協会事務局
☎052-753-8443

観覧自由 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

お問い合わせ先



　

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

19:00 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（三浦）

見学自由 無料

24日（土） 13:30 16:00 ル・アヴニール　ピアノ発表会 みんなのホール
ル・アヴニール
☎090-2349-1121（福田）

観覧自由 無料

25日（日） 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

事前募集・見学自由 無料

13:30 15:00
シビックプライドトークイベント「発酵食品で暮らしをつ
くる」

みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集・Zoom参加可 無料

13:30 15:00 障がい者　芸術教室　フラワーアレンジメント教室 おどるスタジオ
（一財）岐阜県身体障害者福祉協会
☎058-201-1543（柴　八千代）
FAX 058-273-9308

事前募集 無料

18:30 20:30 仏教ってなに？ あつまるスタジオ
荒川　慶太
☎070-1369-7169

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

26日（月） 10:00 14:00 着付・和装文化勉強会 かんがえるスタジオ
鈴乃会
☎0574-54-3125

関係者

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

10:30 11:30 産後バランスボール 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 参加費1,800円～

20:00 21:00 BLAZE DANCE STUDIO おどるスタジオ
BLAZE
☎090-7952-4991

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

28日（水） 10:00 11:30 HITキャラクトロジー子育て入門講座 つながるスタジオ
NPO未来育プロジェクト岐阜支部
taku.fukuta76@adagio.ocn.ne.jp

事前募集・当日参加可
（人数制限あり）

無料

10:00 11:30 ぞうさんクラブ研修会 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

10:00 11:30
ぎふメディアコスモス総合プロデューサー吉成信夫さ
んのお話

おどるスタジオ
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 非会員は500円

13:30 15:00 みさと笛　練習 つながるスタジオ
現代邦楽会みさと笛岐阜雅の会
☎090-3952-2886（藤本）

見学自由 無料

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

当日参加可 無料

29日（木） 9:30 12:00 楽笑会　己書　体験会と幸座 つながるスタジオ
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
貸し出し販売あり

19:00 20:30 おとなの夜学
2階図書館　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

30日（金） 13:00 14:30 エンディングノート作成講座 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

19:00 20:15 ヨガ つながるスタジオ
AY.YOGA
ay.yoga@gmail.com

事前募集・体験あり（都度
払い）

月謝制

31日（土） 10:30 12:00頃 暮らしのマネーセミナー／教育資金セミナー かんがえるスタジオ
武市
☎080-7411-1440

事前募集 無料

13:00 16:00 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

事前募集・見学自由 無料

14:00 15:30
おはなしの旅にでかけよう－ジャズピアノと「じごくの
そうべえ」－

みんなのホール
さざんか
☎090-4857-1541（けいみょん）

事前募集 無料

14:00 16:30 紙の葉っぱのミュージアム あつまるスタジオ
岩越　昌文
☎090-9896-6078

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料（ラミネートして持ち
帰る場合は300円）

18:30 20:30 仏教ってなに？ あつまるスタジオ
荒川　慶太
☎070-1369-7169

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

火（祝祭日・休
館日除く）

13:00 17:00 岐阜市ビジネスチャレンジ支援　経営相談窓口
2階　レファレンスカウン
ター

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料

木（祝祭日・休
館日除く）

14:00 19:30 岐阜市ビジネスチャレンジ支援　経営相談窓口
2階　レファレンスカウン
ター

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料

第4土曜
①10:00
②13:00

①12:00
②18:00

岐阜市ビジネスチャレンジ支援　経営相談窓口
2階　レファレンスカウン
ター

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 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。


