
　

３　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） 9:00 12:00 手話勉強会 あつまるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

当日参加可・事前連絡
要

無料

13:30 17:00 ソース　ＤＶＤ鑑賞会 つながるスタジオ
竹内
☎058-274-6895

事前募集 1,500円

13:30 17:30 中部地区COC事業採択校学生交流会
みんなのホール（発
表）・おどるスタジオ（パ
ネル展示）

岐阜大学地域協学センター
☎058-293-3880
FAX　058-293-3881

観覧自由 無料

18:30 20:00 ビジネス支援セミナーⅡ あつまるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

2日（土） 10:00 11:10 キッズマッサージ つながるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8747

事前募集 1,000円

10:00 15:00 あそびのあしあと展 みんなのギャラリー
松田　佳明
☎058-263-8822

観覧自由 無料

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

14:00 16:00
作家と語ろう　in 岐阜「わたしのライブラリー　－綴る・読む・集め
るー

かんがえるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

15:00 17:00 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

3日（日） 9:00 18:00 まちづくり協議会パネル展 ドキドキテラス
市民活動交流センター
comm-act@city.gifu.gifu.jp
☎058-264-0011

観覧自由 無料

10:00 11:00 並木道読書会 おどるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集・空きあれば
当日可

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

14:00 16:00 健康フォーラム おどるスタジオ
ハッピーブレインクラブ岐阜
☎090-7862-1544（小石）

事前募集・当日参加可 500円

①10:00
②15:00

①12:30
②18:00

ピアノ・エレクトーン発表会 みんなのホール
村木☎090-3933-5767
中尾☎090-7044-7689

観覧自由 無料

4日（月） 9:30 10:30 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

10:30 11:30 産後バランスボール おどるスタジオ
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～

①10:30
②13:00

①12:00
②14:30

市民健康講座 かんがえるスタジオ
トータルサポート健康推進課
☎090-5878-2999

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

15:30 17:00 株式会社リトルクリエイティブセンター会社説明会 かんがえるスタジオ
（株）リトルクリエイティブセンター
☎058-214-2444

当日参加可・見学自由 無料

5日（火） 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 スマイル（子育て勉強会・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

10:00 12:00 スマイル（子育て勉強会・手作りおもちゃ） かんがえるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

10:10 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
http://mommyshug.peewee.jp

事前募集・見学自由
初回体験無料・1回
800円・6回チケット
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 初回1,000円

15:30 19:00 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　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

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

当日参加可 1,000円

6日（水） 9:00 12:00 邦楽・三味線　奏の会 あつまるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366

見学自由 無料

10:00 11:30
子育て楽習会　子どもの心が見えるママになる！～共感力UPで、
子育てがもっと楽しくなる～

かんがえるスタジオ
（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

10:30 11:30 ♪心の中を整理整頓♪カラーセラピー体験会 つながるスタジオ
色彩サロン☆カナリヤ
☎050-7115-8028（藤谷　早紀子）

事前募集 1,000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 16:30 じゅうろく補助金サポートセミナー みんなのホール
十六銀行法人営業部地域開発グループ
☎058-266-2523

事前募集 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

18:30 20:30 ドイツ語講座 つながるスタジオ
岐阜日独協会
☎058-387-4596

見学自由 無料

7日（木）
①10:00
②11:15

①10:45
②12:00

ベビーパーク　無料親子イベント おどるスタジオ
（株）TOEZ
ベビーパーク
☎03-5643-7773

事前募集 無料

10:30 11:15 親子でリトミック あつまるスタジオ
ほっぺの会　代表　伊藤恵
☎070-5258-8746

事前募集 1,000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

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

当日参加可・見学自
由・演奏される方は二
胡を持参してください

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

14:00 花飾り講習会 かんがえるスタジオ
（一財）岐阜市みどりのまち推進財団
☎058-262-4787

事前募集
受講料・材料費2,000
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法人 岐阜空き家・相続共生ネット
☎058-253-5255

事前募集・当日参加可 無料

8日（金） 10:00 11:00 長良川大学認定講座　読み聞かせ教室 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

10:30 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

10:30 12:30 愛する力を身につける講座 あつまるスタジオ
ママエイド事業部（佐藤）
☎058-215-9238
☎090-1474-6312

当日参加可 500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

13:15 14:45 子供と楽しむ　英語絵本を読む会 おどるスタジオ
英語多読教室
☎070-3245-9123

事前募集・当日参加可 1,000円／組

15:00 16:00 女性のためのピラティスグループレッスン おどるスタジオ
yuri
☎090-4118-1369

当日参加可・見学自由 1,000円

18:00 20:00 講演ドイツの世界遺産 かんがえるスタジオ
岐阜日独協会
☎058-387-4596

見学自由 無料

18:30 20:00 ビジネス支援セミナーⅡ つながるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

19:00 21:00 フラメンコレッスン 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

9日（土）
13:00

（12:30開場）
16:45 第10回岐阜大学医学部箏曲部　定期演奏会 みんなのホール

岐阜大学医学部箏曲部
gifu.u.koto@gmail.com

観覧自由・途中入退場
可

無料

13:30 17:00 Gifu WordPress Meetup #8 おどるスタジオ
Gifu WP Meetup
gifuwpmeetup@gmail.com

事前募集・空きあれば
当日可・見学可

無料

14:00 16:00 自分史講座「写真でふり返る家族のあゆみ」 あつまるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 300円

14:00 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

10日（日） 9:00 10:00 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

当日参加可 1,000円

9:15 10:15 ヨガレッスン つながるスタジオ
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

10:00 12:00 バイオリン合奏練習 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 12:40 ワンランクアップの人生のつくり方 かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8747

事前募集 3,000円

11:00 12:00
岐阜県芸術文化会議　芸術祭　見たい見せたい展　オープニング
セレモニー

ドキドキテラス
岐阜県芸術文化会議事務局
☎058-263-7879

観覧自由 無料

11:00 20:00 岐阜で迎える3.11　復幸の日2019
みんなの広場　カオカ
オ

NPO法人コミュニティサポートスクエア
☎090-4792-0628（杉浦）

参加自由 無料

12:00 15:00 ジョブ　カフェ おどるスタジオ
スターバックスコーヒー
☎058-269-5020

事前募集 無料

14:00 15:35 講演会「リーマントラベラー流　観光地のおもてなし」 かんがえるスタジオ
岐阜市観光コンベンション課
058-265-3984

事前募集 無料

①14:00
②16:00

①15:30
②17:30

小学生向けプログラミングロボット講座 あつまるスタジオ
（株）ルンゴ
☎050-3568-2621

事前募集・当日可・先
着順

3,500円

15:30 16:30 講演会　モンゴルの伝統民族楽器チョール おどるスタジオ
オウ　スチンビリゴ
☎080-4966-4798

事前募集・空きあれば
当日可・見学可

お茶代200円

18:00 20:00
若者に「力を貸して欲しい」と素直に言えるまちづくりとは
「つながり」「居場所」「出番」がこれからの地域をつくる

かんがえるスタジオ
NPO法人仕事工房ポポロ
☎058-337-0701

当日参加可 無料

～3日（日） 9:00
21:00

（3日は17:00）
まちづくり協議会活動パネル展 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

5日（火）～7日
（木）

9:00(5日は
12:00）

21:00（7日は
17:00）

スロバキアフェスティバル in Gifu（スロバキア文化の紹介展示） ドキドキテラス
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

予約不要 無料

9日（土）～15日
（金）

9:00
20:00

（15日は17:00）
岐阜県芸術文化会議　芸術祭　見たい見せたい展 ドキドキテラス

岐阜県芸術文化会議事務局
☎058-263-7879

観覧自由 無料

毎日 10:30 11:45 イースターイベント「エッグハント＆ペイント」 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・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

14日（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）

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

3日（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

平日
（6、8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
（2、9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。


