
　

６　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（金） 10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

当日参加可（事前連
絡要）

無料

10時30分 11時30分 ベビーマッサージ教室 おどるスタジオ
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

19時30分 20時30分 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

事前募集・当日参加
可

1,000円

2日（土） 9時00分 16時00分 やさしさのシャワーを学ぶ　認知症予防ゲーム講座 つながるスタジオ
認知症予防ネット岐阜
☎090-1099-8549

事前募集 6,000円

9時00分 18時00分 公認指導者育成スクーリング かんがえるスタジオ
岐阜県ウォーキング協会
☎090-1412-2255（河瀬誠）

関係者 無料

2日（土） 9時30分 12時00分 献血バスによる献血
みんなの広場 カオ
カオ

岐阜県赤十字血液センター
☎058-272-6911

当日参加可 無料

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

13時00分 17時00分 中部部品加工協会主催　就職合同説明会 みんなのギャラリー
（一社）中部部品加工協会
（有）ファーストマシニング
☎058-247-6546（疋田）

当日参加可 無料

13時30分
（13時開場）

16時00分 混声合唱団コール・エコー みんなのホール
コールエコー事務局
☎058-295-7351

観覧自由 無料

15時00分 17時00分 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

16時30分 17時30分 夏色のハーバリウムを作ろう つながるスタジオ
ソレイユ
soleil-sun@yk.commufa.jp
☎090-2779-4168

事前募集 2,300円

3日（日） 10時00分 12時00分 ぎふライブラリークラブ「世界にひらく窓」 あつまるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集・当日参加
可

無料

10時00分 17時00分 笑い文字　ベーシック講座 つながるスタジオ
笑い文字
☎090-2779-1698（國江）

事前募集 25,000円

13時00分 15時30分
第８回　うのピアノ教室発表会～みんなのよりみちコン
サート～

みんなのホール
うのピアノ教室
http://unozone.info
☎090-9220-0801

観覧自由 無料

15時30分 19時30分 大人の婚活カフェ かんがえるスタジオ
NPO法人ユメココサポート
npo@yume-coco.net
☎080-1594-9514

事前募集
男性3,000円・女性2,000
円

4日（月） 10時00分 12時00分
育児退職したママのための　私らしく思い描くライフデザ
イン講座

かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 3,000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

①14時30分
②16時00分

①15時30分
②17時00分

「くすりと健康」教室 かんがえるスタジオ
岐阜薬科大学　病院薬学研究室
tachi@gifu-pu.ac.jp
☎058-230-8100

事前募集・当日参加
可

無料

13時30分
（13時開場）

～モンゴルの歌姫～オユンナ　コンサート みんなのホール
岐阜モンゴル文化協会
☎090-1479-5998（川島）

2,000円

5日（火） 10時00分 11時30分 家庭教育セミナー あつまるスタジオ
公益社団法人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 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

5日（火） 13時00分 15時00分 スコティシュカントリーダンス練習会 あつまるスタジオ
岐阜スコティシュカントリーダンスクラ
ブ
artnork@wh.commufa.jp

見学自由 無料

①13時30分
②18時30分

①15時00分
②20時00分

出雲焼の歴史と技法 おどるスタジオ
武者小路千家岐阜雅茗会
gamyokaigifu@gmail.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

15時30分 21時00分 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　ラムールL'amour
☎090-6595-4195

事前募集
生花3,500円・プリザ
4,500円

6日（水） 10時00分 12時15分
ON&OFF 出来る&出来ない　どっちも私　自分のこともっ
と知ろう！未来の自分が見えてくる

おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 3,000円

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

10時30分 12時00分 美肌レッスン かんがえるスタジオ
メナードフェイシャルサロン
CANDY MINT
☎058-294-1340（木村）

事前募集・当日参加
可

無料

17時00分 19時00分 ヒッポdaidai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

7日（木） 10時00分 11時30分 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（中瀬）

事前募集・当日参加
可・見学自由

未会員のみ500円

10時00分 12時00分 スマイル（親育て、子育てサークル・親子ヨガ） かんがえるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

10時00分 12時00分 スマイル（親育て、子育てサークル・赤ちゃんマッサージ） つながるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

10時30分 11時40分 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

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認定
uchimika8739@gmail.com（ミカ）

事前募集・空きあれ
ば当日参加可

1,500円

14時00分 16時00分 MILI MILI HULA STUDIO フラダンスレッスン おどるスタジオ
MILI MILI HULA STUDIO
☎090-9900-7293

当日参加可・見学自
由

体験1,000円

 

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

19時00分 20時30分 仏教ってなに？ つながるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

8日（金） 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

①13時30分
②18時30分

①15時00分
②20時00分

浴衣講座 つながるスタジオ
民族衣裳文化普及協会
☎052-265-6646

当日参加可・見学自
由

1回各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

9日（土）
① 9:30
②11:00

①10:30
②12:00

カルテット幼児教室
①よちとこクラス満6ヶ月～・②ぴょんぐんクラス満18ヶ月
～

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

事前募集 2,000円

9時45分 11時00分 並木道読書会
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

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

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

当日参加可・見学自
由

無料

13時00分 16時00分
デトックス・ブースター　～あなたは何からデトックスする
べきか～

つながるスタジオ
山本
☎090-8678-2633

事前募集・当日参加
可

無料

13時30分 17時00分 第12回　WordBench岐阜 かんがえるスタジオ
WordBench岐阜
wbgifu@gmail.com

事前募集 500円

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

18時00分 21時00分 着付けサークル つながるスタジオ
乾
☎058-263-0345

当日参加可 2,000円

10日（日） 9時20分 10時35分 ジャイロ＆ヨガ あつまるスタジオ
山田
gracia24@ezweb.ne.jp

当日参加可 1,000円

10時00分 11時00分 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

事前募集 1,000円

10時00分 12時00分 女性のためのマネーセミナー かんがえるスタジオ
岐阜新聞社　広告局
☎058-264-1158（澤田）

事前募集 無料

10時00分 17時30分 第2回　ぎふ櫻フェス
みんなの広場 カオ
カオ

NPO音楽座ぎふ
otorakuza@outlook.jp

観覧自由 無料

11時30分 12時30分 遺言・信託セミナー おどるスタジオ
司法書士　塚原　慧
☎058-247-7013

事前募集・当日参加
可

無料

10日（日） 13時15分 16時15分 ライフオーガナイズ　入門講座 つながるスタジオ
ココナチュラル（竹内）
kurashi.style@gmail.com

事前募集 3,240円

13時30分 15時00分 ラクして身につく！『人生１２０年時代』セミナー おどるスタジオ
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

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

16時00分 18時30分
Duncan Dance in Gifu　ダンカンダンスを体験してみませ
んか？

おどるスタジオ
メアリー佐野
info@duncandance.org
☎080-6596-5390

当日参加可 2,000円

2日（土）～3日（日） 9時40分
15時30分

（3日は11時40分
まで）

平成30年　市民活動支援事業公開企画コンペ ドキドキテラス
市民活動交流センター
☎058-264-0011

観覧自由 無料

7日（木）～10日
（日）

10時00分
17時00分

（10日は15時）
キルト物語２０１８～想いをのせて～ みんなのギャラリー

キルトサークルAN
☎090-3656-9860（松原）

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
（6、20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
（2、9、16、17、24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。


