
　

3　月　１１日～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（日） 9時00分 10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・当日参加
可・見学自由

1,000円

10時00分 岐阜で迎える３．１１「復幸の日」２０１８
みんなの広場　カオ
カオ・みんなのホー
ル

NPO法人コミュニティサポートスクエ
ア
☎090-4792-0628

詳しくはチラシをご覧
ください

無料

①10時00分
②17時30分

①17時00分
②18時30分

①ZUMBA　B2 ブラッシュアップセミナー
②ZUMBA　PARTY

おどるスタジオ
(株)JWI
0120-13-9680（磯崎）

事前募集 ①8,640円・②2,160円

13時00分 17時30分 健康セミナー あつまるスタジオ
ライフサポート代理店
☎080-6915-0745（山田）

事前募集 3,000円

13時45分 16時45分 ワールドフェス～楽しく知ろう、考えよう、多文化共生～ 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

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

12日（月） 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

10時30分 11時30分 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 1,800円

14時00分 16時00分 デザインセミナー かんがえるスタジオ
（公財）岐阜県産業経済振興セン
ター
☎058-277-1079

事前募集 無料

13日（火） 10時00分 11時50分 平成29年度文学講座　歴史講座 かんがえるスタジオ
岐阜市読書サークル協議会
☎058-247-9362

事前募集 年額4,000円

10時30分 12時00分 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時30分 15時00分 リウマチさんの学びの集い かんがえるスタジオ
（公社）日本リウマチ友の会岐阜支
部
☎0584-62-5238

当日参加可 無料

15時30分 17時00分 フラワーサークル　L'amour（ラムール） つながるスタジオ
フラワーサークル　L'amour（ラムー
ル）
☎090-6595-4195

事前募集
生花3,500円・プリザ
4,500円

18時00分 20時30分 ドイツ音楽について（講演会） かんがえるスタジオ
岐阜日独協会
☎058-387-4596

当日参加可 無料

14日（水） 10時00分 11時30分 家庭教育セミナー 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・保育料
300円

10時00分 12時00分 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus あつまるスタジオ
Sunny Circus
sunnycircus.1.2.3@gmail.com
（松田）

事前募集 2,800円

10時00分 15時00分 荒井水墨画基礎教室 おどるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

13時30分 14時30分 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

13時30分 15時30分 暮らすように楽しむハワイ時間 つながるスタジオ
アロハの風を感じる会
☎090-2340-2203

事前募集 500円ドリンク代

18時30分
（18時開場）

19時30分 ＦＣ岐阜2018シーズン開幕記念 トークイベント みんなのホール
岐阜市ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

観覧自由
※先着200人

無料

19時30分 20時40分 やさしいヨーガセラピー つながるスタジオ
池田
☎090-6619-5262

当日参加可 1,000円

15日（木） 10時00分 11時30分 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

当日参加可 無料

10時30分 12時30分 愛する力を身につける講座 かんがえるスタジオ
ママエイド事業部
☎058-215-9238

事前募集・当日参加
可

500円

12時30分 13時30分
赤ちゃん連れOK　お一人様参加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
uchimika8739@gmail.com(藤田）

事前募集・当日参加
可

1,500円

13時00分 15時00分 荒井素画教室２ あつまるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

13時30分 15時00分 お口の健康講座 みんなのホール
岐阜市高齢福祉課
☎058-214-2090

事前募集 無料

14時00分 15時30分 心の輪研修会 かんがえるスタジオ
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

当日参加可 無料

14時00分 16時00分 社交ダンス　エミ・コスモス会 おどるスタジオ
社交ダンス　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時00分 20時00分
骨盤調整体験会～お仕事帰りにお体整えていきません
か？～

あつまるスタジオ
岡部　舞子
☎090-7609-3135

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

18時30分 20時30分 山女子クラブ岐阜校　安全登山教室 つながるスタジオ

山女子クラブ岐阜校
http://www.facebook.com/yamajyos
hiclubgifu/
☎090-8734-2308（山本）

事前募集・当日参加
可

資料代1,000円

16日（金） 9時00分 12時00分 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・見学自由 無料

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回分回数券
4,000円

10時30分 11時40分 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時30分 15時30分 ２０１８トレンド講座 おどるスタジオ
ビューティグレースエトワール校　岩
田
etoilebeautygrace878@gmail.com

事前募集・当日参加
可

5,000円

19時00分 20時30分 ほん×まちトーク～まちの中に本棚を～
２階　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

17日（土） 9時30分 10時45分 モーニングヨガ おどるスタジオ
そらヨガサークル
sunflower.chisama@gmail.com

事前募集・当日参加
可

1,500円・貸マット100円

9時30分 11時30分 キッズ減災教室 つながるスタジオ

特定非営利活動法人　大和
Company
info@yamatoco.org
☎090-5874-6430

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

①10時30分
②11時00分

わらべうたおはなし会（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時00分 14時00分
岐阜市ビジネスチャレンジミニセミナー「創業予定者のた
めのプレゼンセミナー」

つながるスタジオ
岐阜市産業雇用課
☎058-277-1088

事前募集 無料

13時30分 15時00分 法律・福祉の生活セミナー あつまるスタジオ
NPO　Lifeあんしんねっト
☎090-4858-0740（クワバラ）

当日参加可 無料

 

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 

★「佐藤慶次郎作品展示 これは不思議（ふしぎ）

だ！ 」 
 不思議な世界が体験できる造形芸術家・佐藤慶次郎さん 

 の作品を展示。35年ぶりの展示となる「フィンガーバード」、 

 金属端子に 触れることで電子音を発生させる「エレクトリッ 

 クラーガ」、磁気による作品「回転シーソー」など。 

  

 【日時】 3月13日（火）～30日（金）  （27日（火）を除く） 

      10時～19時（30日（金）は17時分まで） 

 【場所】１階 エントランス 

★記念トークイベント 
「谷川俊太郎さんと佐藤慶次郎さんの不思議？」 

 佐藤慶次郎さんと親交のあった、詩人・絵本作家 

 谷川俊太郎さんのお話や、詩の朗読、谷川さん 

 への質問コーナーなど。 

 

 【日時】 3月18日（日） 14時～（90分程度） 

 【場所】１階 ドキドキテラス 

      ※イス100席は、13時開場・先着順、 

      その他立見観覧自由 

【ぎふメディアコスモス自主事業イベント告知】 

写真展示 

【日時】 3月12日（月）13時 ～16日（金）17時 

【場所】１階 ドキドキテラス 

★ＦＣ岐阜2018シーズン開幕記念写真展＆選手トークイベント 

選手トークイベント 

【日時】 3月14日（水）18時30分～19時30分 

      ※18時開場（入場は、先着200人） 

【場所】１階 みんなのホール 



　

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時30分 15時00分 ダンボールコンポスト講座 ドキドキテラス
岐阜市循環型社会推進課
☎058-214-2178

事前募集・空きあれ
ば当日参加可・見学
自由

無料

13時30分 16時00分 認知症疾患医療センター　市民講座 かんがえるスタジオ
認知症疾患医療センター　岐阜病院
☎058-247-2118

事前募集・当日参加
可

無料

13時00分
（12時45分開場）

15時00分 チェリーコンサート みんなのホール
SYK　Piano　School
☎090-6580-6688

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 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

15時30分 16時15分 ぎふ　しゃべり場～外国人の生活の豊かさを考える～ 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 無料

16時00分 17時30分 ふわふわミモザのリース　１DAY講座 つながるスタジオ
ソレイユ
☎090-2779-4168

事前募集・見学自由 3,000円

18日（日） 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

12時15分
（11時15分～受

付）
15時30分 第3回　多文化共生　１・２・３　in Gifu みんなのホール

多文化共生１－２－３プロジェクト
info@tabunkakyosei123.com
☎070-6533-9077

事前募集・当日受
付・先着200名

前売券2,300円・ペア券
4,000円など

14時00分
記念トークイベント
「谷川俊太郎さんと佐藤慶次郎さんの不思議？」

ドキドキテラス
ぎふメディアコスモス
☎058-265-4101

先着・椅子席（先着
100席）の開場は13
時、その他立見観覧
可

無料

18時00分 20時30分 JUVEN・FALCO　アウォーズ　2017－2018 みんなのホール
JUVEN・FC
☎058-215-5552

関係者 無料

16時00分 18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

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

事前募集・当日参加
可

無料

19日（月） 10時00分 11時45分 ほっぺのお遊び会 かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集
お遊び会500円・ベビー
マッサージ1,000円

10時00分 12時00分 荒井素描教室 つながるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

10時00分 11時45分 ほっぺのお遊び会 かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集
お遊び会500円・ベビー
マッサージ1,000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

13時30分 14時30分 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 1,800円

20日（火） 10時00分 11時50分 平成29年度文学講座　古典文学講座 かんがえるスタジオ
岐阜市読書サークル協議会
☎058-247-9362

事前募集 年額4,000円

10時00分 15時00分 ベビー撮影会 あつまるスタジオ
やまきたともか
☎058-372-3378

事前募集・空きあれ
ば当日参加可

3,000円・SNS等写真掲
載不可の場合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・当日参加
可

1,000円

12時30分 13時30分 中高年向け　軽体操＆バランスボールストレッチ おどるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会
uchimika8739@gmail.com(藤田）

事前募集・当日参加
可

1,500円

①15時30分
②18時30分

①17時00分
②20時00分

フラワーサークル　L'amour（ラムール） つながるスタジオ
フラワーサークル　L'amour（ラムー
ル）
☎090-6595-4195

事前募集
生花3,500円・プリザ
4,500円

19時15分 20時30分 ユキ　ヨガレッスン おどるスタジオ
ユキ　ヨガレッスン
☎090-2684-3458

事前募集 1,000円

12日（月）～16日
（金）

9時00分
(12日は13時）

9時00分
(16日は17時）

ＦＣ岐阜2018シーズン開幕記念 写真展 ドキドキテラス
岐阜市ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

観覧自由 無料

13日（火）～18日
（日）

10時00分
18時00分

（18日は16時ま
で）

岐阜市立女子短期大学生活デザイン学科活動展 みんなのギャラリー
岐阜市立女子短期大学　生活デザ
イン学科
☎058-296-4187

観覧自由 無料

13日（火）～30日
（金）

（27日（火）を除く）
10時00分

19時00分
（30日は17時ま

で）
佐藤慶次郎作品展示　これは不思議(ふしぎ)だ！ エントランスホール

ぎふメディアコスモス
☎058-265-4101

観覧自由 無料

17日（土）～18日
（日）

13時00分 16時00分 岐阜市立女子短期大学生活デザイン学科　進学相談会 みんなのギャラリー
岐阜市立女子短期大学　生活デザ
イン学科
☎058-296-4187

参加自由 無料

平日
（7、21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
（3、10、17、18、25

日は除く）
14時00分 14時30分 わんこカート きららのおはなし会

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・水・木・金 14時00分 14時45分
言語かふぇ
（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
（3、11、24日は除

く）
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
（3、24日は除く）

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
（4、11日は除く）

15時00分 15時45分 外国人のための日本語かふぇ 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

毎日 10時30分 11時45分 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

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。


