
　

１　月　前　半　のイベント一覧
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

1～3日

4日（金）
①9:00
②11:00

お正月イベント　井上規伊子・今尾圭子箏グループによる箏演奏 ドキドキテラス

10:30 15:30
お正月イベント　こま回し体験（塚原清伸さん協力）
※こま曲芸披露は11時00分～、13時30分～

かんがえるスタジオ

5日（土） 10:00 14:00
お正月イベント　凧づくり体験
         （鏡島自治会連合会・凧揚げを楽しむ会協力）

エントランスホール

10:00 15:00 お正月イベント　竹細工体験（風と土の会協力） ドキドキテラス

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

①11:00
②15:00

①12:30
②16:30

成人記念講演『平成はたちのはれのうた』 みんなのホール
はたちたちあがる
hatachitachi@gmail.com

事前募集・当日参加
可

全自由席・前売1,000円
等

19:00 20:30 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
lunlunsmile.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

3,300円

6日（日）
① 9:10
②10:05

①10:00
②10:50

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

事前募集・当日参加
可

各レッスン1,500円・2つ
レッスン2,500円

10:00 15:00 おしごとマルシェ かんがえるスタジオ
メナード化粧品北野店代行店
☎070-5337-8901

当日参加可 無料～1,500円

11:15 14:00 書き初め祭 おどるスタジオ
みんなの筆学所にっこりと
☎090-2265-5176（橋本）

事前募集・当日参加
可

600円

13:30 15:30 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

事前募集 無料

13:30 17:00 婚活 つながるスタジオ
はなしま専科
☎080-3774-6351

当日参加可 男4,500円・女400円

18:00 21:00 仏教ってなに？ あつまるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

7日（月） 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

10:10 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

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 参加費1,500円～

8日（火） 10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座 現代文学講座 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

10:30 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
☎090-1474-6312（佐藤）

当日参加可 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

13:30 15:00 リウマチさんの学びの集い かんがえるスタジオ
公益社団法人　日本リウマチ友の会
岐阜支部
☎0584-62-5238

当日参加可 無料

16:00 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

9日（水） 9:00 12:00 手話勉強会 かんがえるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

当日参加可・事前連
絡要

無料

10:00 15:00 荒井水墨画教室 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

17:00 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

10日（木） 10:00 11:30 家庭倫理の会　岐阜市　子育てセミナー おどるスタジオ
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

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

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

18:00 21:00 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

11日（金） 10:00 12:00 親子サークルスマイル（親子ヨガ、育児講話） かんがえるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

①10:30
②12:30

①11:30
②13:30

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

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

ぎふメディアコスモス
☎058-265-4101

観覧・参加自由 観覧・参加自由

休　　館　　日

観覧・参加自由 無料
ぎふメディアコスモス
☎058-265-4101

〒500-8076 岐阜市司町40番地5 
 

9:00～21:00（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） 
 

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 
 

1月4日（金）～5日（土）   お正月イベントを開催します   新年もぎふメディアコスモスにお出かけください♪ 

     １月４日（金）     

   箏（こと）演奏会 
  ９：００～・１１：００～ 

  ドキドキテラス 

演奏 井上規伊子・今尾圭子箏グループ 

司会・朗読 川島三栄子さん 

１月４日（金） 

こま曲芸 
１１：００～・１３：３０～ 

かんがえるスタジオ東側 

協力 塚原清伸さん 

１月５日（土） 

竹細工体験 
１０：００～１５：００ 

ドキドキテラス 

協力 風と土の会 

１月５日（土） 

凧づくり体験 
1０：００～１４：００ 

エントランスホール 

協力 鏡島自治会連合会 

    凧揚げを楽しむ会 
 

１月４日（金） 

こま回し体験 
１０：３０～１５：３０ 

かんがえるスタジオ 

協力 塚原清伸さん 



　

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

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

14:15 15:15 体の中からキレイになろう　フラダンス おどるスタジオ
大熊
☎090-3887-3700

当日参加可 500円

18:00 21:00 仏教ってなに？ あつまるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

事前募集・当日参加
可・見学自由

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

12日（土） 11:00 13:00 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 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

14:00 16:00
平成30年度　岐阜市ビジネスチャレンジ支援セミナー　第4弾「アイ
ディアと発想の転換で売上2億！～付加価値のつけ方～」

かんがえるスタジオ
岐阜市産業雇用課
☎058-214-2358

事前募集 無料

14:00 16:30
岐阜県医師会県民健康セミナー「ウイルス性肝炎の撲滅をめざし
て」

みんなのホール
岐阜県医師会
gifumed@gifu.med.or.jp
☎058-274-1111

事前募集・当日参加
可

無料

15:00 17:00 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

当日参加可 無料

13日（日） 10:00 11:00 みんな　de えほん おどるスタジオ
ハッピー・ハーモニー
happyharmony4gifu@gmail.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

小学生以上100円

12:20 14:20 英語通訳ガイド研修 おどるスタジオ
金原（きんばら）
☎090-8053-3783

事前募集・当日参加
可

1,000円

①13:30
②16:30

サウンドクルーズコンサート　by テニテオイルミナード ドキドキテラス
ぎふメディアコスモス
☎058-265-4101

観覧自由 無料

14:00 16:00 健康の自給自足セミナー かんがえるスタジオ
ハッピーブレインクラブ岐阜
☎090-5030-2108

要予約 500円

15:00 17:00 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

当日参加可 無料

14（月・祝） 13:15 16:30 ワンコイン骨盤矯正体験会 あつまるスタジオ
カイロオフィスかわしま
☎090-7674-4541

当日参加可・見学自
由

500円

14:00 16:00 英語多読フォローアップ講座「多読の世界をたのしもう！」 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

15:00（14:30開
場）

16:00 加納高校　演劇部　あけました公演 みんなのホール
岐阜県立加納高等学校　演劇部
☎058-277-6428（代）

観覧自由 無料

17:00 20:00 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
☎080-6596-5390

当日参加可 2,000円

19:00 21:00 荒井水墨画教室 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日（火） 10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座　歴史講座 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

10:00 12:30 マネーセミナー＆おひるねアート　セミナー かんがえるスタジオ
ライフプラン研究会
Power Women プロジェクト
tomoe.life/20301

事前募集 無料

10:30 11:30 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

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

見学自由 無料

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・当日参加
可

1,000円

12日（土）～15日
（火）

9:30
16:30（15日は

12:00）
岐阜市展「少年部」　幼・保、中学校の部 みんなのギャラリー

岐阜市学校指導課
☎058-214-2193

観覧自由 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

第3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）

第1･2･4･5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

第3土日 13:15 13:45 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 15:00 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 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

日 16:00 16:45 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

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
（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・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
（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
（4日は除く)

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

平日 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
（5、12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。


