
　

９　月　11 ～ 20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

11日（水） 9:00 12:00 邦楽・三味線　奏の会 おどるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366

見学自由 無料

10:30 11:30
ママカレCafe　夏休みで疲れたママに　-ママの息抜き、ストレ
ス解消

つながるスタジオ
ぎふママカレッジ
gifumamacollege@gmail.com

事前募集・当日参加可 500円

10:30 12:30 かもんまゆ先生「防災ママカフェ」 かんがえるスタジオ
NPO法人こどもトリニティネット
☎090-4218-4740

事前募集 1,500円

10:30 14:00 ぎふママ減災スタディ　BOUSAIフェア みんなのギャラリー
NPO法人こどもトリニティネット
☎090-4218-4740

事前募集・当日参加可 無料

13:00 16:00 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 3,500円

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

当日参加可 無料

12日（木） 10:00 11:00 本 de 子育てカフェ　赤ちゃん編 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

10:15 12:00 GiFUTO主催　子育てママのマネーセミナー あつまるスタジオ
（株）中広
☎052-433-1602

事前募集 無料

12:30 13:30 中高年向け　軽体操＆ストレッチ 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
uchimika8739@gmail.com
☎090-2774-3607（藤田美香）

事前募集・空きあれば
当日可

1,500円

13:00 16:00 岐阜仲人交流会 あつまるスタジオ
岐阜仲人会
☎090-9890-2096（後藤）

関係者の事前募集 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

13:30 15:30 チーム活性化講座（全3回） つながるスタジオ
寺井
sup_map@ybb.ne.jp
☎090-9890-8216

事前募集・見学自由 3回通し3,000円

14:15 15:40 社交ダンス練習 おどるスタジオ
エミ・コスモス会
☎090-3857-7292

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

18:00 21:00 己書体験会 つながるスタジオ
己書楽笑元気道場
sumie712@gmail.com
☎090-8545-7290（桂川）

事前募集・当日参加
可・見学自由

大人2,000円・小人1,000
円・体験1,000円・筆ペン
貸出あり

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

13日（金） 10:00 12:00 ウッドビーズで遊ぼう かんがえるスタジオ
NPO法人子育てネットひまわり
☎080-2649-6469（大塚）

当日参加可・見学自由 1家族500円

①10:10
②11:00

①10:55
②11:45

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
http://mommyshug.peewee.jp

事前募集
１回800円・6回チケット
4,000円

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

事前募集・空きあれば
当日可

1,000円

12:30 13:30 ベビーマッサージ教室 あつまるスタジオ
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

13:00 15:00 荒井水墨画サークル かんがえるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

13:30 14:30 みさと笛　体験 つながるスタジオ
現代邦楽会みさと笛雅の会
☎090-3952-2886（藤本）

事前募集・当日参加
可・見学自由

楽譜代・笛レンタル料
500円

13:30 14:30 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

18:30 19:30 みさと笛　体験 あつまるスタジオ
現代邦楽会みさと笛雅の会
☎090-3952-2886（藤本きよみ）

事前募集・当日参加
可・見学自由

500円（楽譜・笛貸出料）

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・見学自由

1,000円

14日（土） 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

11:00 12:00 オリンピックに向けて、中国語を話してみよう！ つながるスタジオ
中国語あそびサークルla-la
largo_k_caoli@yahoo.co.jp
☎080-9495-4891

事前募集 700円

14:00 16:00 ペーパーリーフアート講座 かんがえるスタジオ
ペーパーリーフアート倶楽部
☎090-9896-6078（岩越）

事前募集・当日参加可 材料費500円

16:00 18:00 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 無料

15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）

事前募集 1,000円

9:30 11:30 健康相談・ロコトレで健康寿命を延ばそう！ かんがえるスタジオ
ろくじょう薬局
☎058-268-7547

当日参加可 無料

10:00 16:00 住宅耐震講座 ドキドキテラス
（一社）岐阜県建築士事務所協会
☎058-277-9211

予約不要 無料

13:00 14:00 がん予防啓発セミナー あつまるスタジオ
（株）メモリアホールディングス
☎0120-091-091

事前募集 無料

17:00 20:00 Bellydance show －月の砂漠－ みんなのホール
Amarat
mina.dantela@gmail.com

事前募集・当日参加可 3,500円

16日（月・祝） 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
どきどき・わくわく！新しいとびらをひらく　オリエンタル☆フェ
スタ2019

かんがえるスタジオ・ド
キドキテラス

（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

観覧自由・試食につい
ては整理券を配布10:30
～

無料

10:30 13:30 ～天然の香り体験～ あつまるスタジオ
art-salon凛華（長野）
☎090-7319-2829

当日参加可・見学自由 無料

13:00 17:00 MI　ベリーダンスワークショップ おどるスタジオ
アマラート
☎090-1750-6623

事前募集・当日参加可 7,000円

14:00 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

当日参加可 無料

18:15 20:45 幸せな恋愛・結婚をする3つの秘訣とは？ つながるスタジオ
ソフィスティブライズ　絵理
sophistybrides@gmail.ocm
☎090-9191-4835

事前募集・当日参加可 無料

17日（火） 10:00 11:30 ぎふ産後ケアの日 かんがえるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会岐阜支部
ぎふ産後ケアの日実行委員会
gifusangocare@gmail.com

当日参加可 無料

10:00 11:30 アルバム作り体験教室 あつまるスタジオ
クリエイティブメモリーズ
kana.scrap@gmail.com（原賀）

事前募集 1,000円

10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座 みんなのホール
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

10:00 12:00 ぎふ産後ケアの日（託児） つながるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会岐阜支部
ぎふ産後ケアの日実行委員会
gifusangocare@gmail.com

事前募集 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（祝日と重なる場合は翌日） 及び 

年末年始（12/31～1/3） 
 

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

10:45 12:00
爽快・汗だく・バランスボールエクササイズ！！～ミカ's ブート
キャンプ～

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 2,500～2,700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

15:00 17:00 自然力体験会 つながるスタジオ
一期会
☎090-7864-3919

事前募集・当日参加可 3,000円

15:30 17:00 必ず知っておきたい終活　7つのポイントとその事前準備 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 20:30 おとなの夜学
2階　南東スペース（み
る・きくシート　奥）

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

19:00 21:00 瞑想 あつまるスタジオ
シェア・インターナショナル・ネットワーク
中部
☎090-9926-3651

当日参加可 無料

18日（水） 10:00 11:00
ピラティスグループレッスン―美脚とヒップアップづくりのエク
ササイズ—

おどるスタジオ
yuri
☎090-4118-1369

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円

10:30 12:00 美文字レッスン 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

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

12:00 13:00 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

13:00 16:00 フラワーアレンジメント あつまるスタジオ
Le. Violette
☎090-7686-9898（白木）

事前募集・見学自由 3,500円

13:30 15:30 入会説明会（女性向け） かんがえるスタジオ
（公社）岐阜市シルバー人材センター
☎058-240-1245

当日参加可 無料

17:15 18:45 ハンド・フットマッサージ　無料体験 つながるスタジオ
徳田
☎090-9443-0716

当日参加可・見学自由 無料

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

19日（木） 10:30 11:30 ママのためのヨガ おどるスタジオ
ぎふママカレッジ
gifumamacollege@gmail.com

事前募集 500円

10:30 11:30 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

13:30 15:00 長良川大学講座「古典文学へのいざない」 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

13:30 15:50 岐阜県退職公務員連盟　女性部「交流の広場」 かんがえるスタジオ
岐阜県退職公務員連盟　女性部
☎058-262-2595（事務局）

当日参加可・見学自由 参加費500円

14:00 15:30 HAIKU COSMOS（英語俳句の会）
2階　つながる読書のへ
や

英語俳句の会
☎058-252-2768（吉村）

当日参加可 無料

14:00 16:00 岐阜市人権教育・啓発推進専門委員会　第１専門部会 あつまるスタジオ
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

関係者

14:15 15:40 社交ダンス練習 おどるスタジオ
エミ・コスモス会
☎090-3857-7292

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

19:00 20:30
名著「歎異抄」に学ぶ！”人を助ける”ってどういうことです
か？

かんがえるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

当日参加可・見学自由 無料

20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

10:00 13:00 うつ とキャラクトロジー心理学入門講座 あつまるスタジオ
HITキャラクトロジー心理学協会
characterogy.gifu@gmail.com

事前募集・当日参加可
講座のみ1,000円・講座
＋おしゃべり会2,000円
（お弁当代込み）

①10:10
②11:00

①10:55
②11:45

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
１回800円・6回分チケッ
ト4,000円

13:30 15:30 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

15:00 18:00 空き家塾 あつまるスタジオ
NPO岐阜空き家・相続共生ネット
☎090-8040-1213（恩田）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

19:00 20:30 本の語りBar　第3巻 かんがえるスタジオ
岐阜市立図書館
☎058-262-2924

事前募集 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・見学自由

1,000円

10日（火）～13日
（金）

9:00 21:00 JICA海外協力隊写真展 ドキドキテラス
JICA岐阜県デスク
☎058-263-8069

観覧自由 無料

17日（火）～23日
（月・祝）

9:00（17日は
13:00）

17:00（23日は
15:00）

荒井水墨画サロン水墨画展 みんなのギャラリー
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

観覧自由 無料

火・木 18:30 20:30
外国人のための日本語講座　プレクラス
※初級Ⅰ受講者対象

あつまるスタジオまたは
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 要問合せ

火・木 18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅰ
あつまるスタジオまたは
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 要問合せ

月・水 18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅱ
あつまるスタジオまたは
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 要問合せ

金 18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級EX
あつまるスタジオまたは
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 要問合せ

土日祝 10:30 11:45
モーニングイベント
「カイ ノン カイ」＆「ストラップづくり」

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・火・水・木・金
（16日は除く)

14:00 14:45
言語くらぶ
（月曜：ベトナム語、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木曜（19日） 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）

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

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 14:00 15:00 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 10:00 12:00 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・火・水・金
（18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
（14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

火・木 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　リファレンスカウン
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。
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。


