
　

１０　月　21 ～ 31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

21日（月） 10:00 12:00 荒井デッサン教室 おどるスタジオ
荒井水墨画教室
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

10:00 12:30 未来はあなたの心にある あつまるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 2,000円

22日（火祝） 10:00 16:00 逢愛フェスタ かんがえるスタジオ
加藤
☎070-5337-8901

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 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
gifuscdc.main.jp
☎058-262-1656

見学自由 無料

15:00 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
☎090-6595-4195

事前募集
フラワーアレンジメント
3,600円・プリザーブド
フラワー4,600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（堀江）

事前募集 1,000円

23日（水） 13:00 16:00 フラワーアレンジメント かんがえるスタジオ
Le. Violette
☎090-7686-9898（白木）

事前募集・見学自由 花材3,500円

13:30 14:30 骨盤ボディメイクレッスン おどるスタジオ
インストラクターaco
hb_base_aco@yahoo.com
☎090-1782-0213

事前募集・見学自由 初回1,000円

24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・当日参加
可

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

事前募集・当日参加
可

1,000円

12:30 13:30 中高年向け　軽体操＆ストレッチ（バランスボール） 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

空きがあれば当日可 1,500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

14:00 15:30 エンディングノート作成講座　初級編 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

17:00 18:30 フラワーアレンジ１DAYレッスン つながるスタジオ
米山
hanatsuzuri@gmail.com

事前募集・見学自由 3,500円

18:15 20:45 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

25日（金） 10:00 11:20 親子でハッピー　ベビーマッサージ おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集・当日参加
可・見学自由

500円

10:00 12:00 スクラップブッキング　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

事前募集 材料費1,000円

10:30 11:00 岐阜mamウインドアンサンブル　ハロウィンコンサート みんなのホール
岐阜mamウインドアンサンブル
gifumam@gmail.com

観覧自由 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・当日参加
可

1,000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

13:30 15:30 「老いじたく」・「遺言」の備え おどるスタジオ
市民後見センターぎふ
☎090-4407-8376

事前募集 無料

18:30 20:00 「やさしい日本語」講座 かんがえるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

要予約 無料

26日（土） 12:30 15:30
岐阜市シルバー人材センター　第5回シニアワーク
フェア

みんなのホール・かん
がえるスタジオ・おどる
スタジオ・あつまるスタ
ジオ・みんなの広場 カ
オカオ

（公社）岐阜市シルバー人材センター
☎058-240-1245（水野）
gifusc@sjc.ne.jp

当日参加可・見学自
由

無料

27日（日） 10:00 11:30 ダンボールコンポスト講座 かんがえるスタジオ
岐阜市低炭素・資源循環課
☎058-214-2179

事前募集 無料

10:00 12:00 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

10:00 12:00 バイオリン合奏レッスン 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

10:30 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

13:00 15:00 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

13:30 15:30 こども店長になってお金のことを楽しく学ぼう！ あつまるスタジオ
キッズ・マネー・スクール若鮎校
axakiko@yahoo.co.jp
☎090-2924-2400（森島）

事前募集・見学自由 1世帯200円

13:30
（開場13:00）

16:30 ひきこもり・つながる・かんがえる　対話交流会 かんがえるスタジオ
岐阜オレンヂの会
gifu.orange.0520@gmail.com
☎052-459-5116

事前募集 1,000円

18:30 20:30 仏教ってなに？ 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

28日（月） 10:00 11:15 ほっぺのお遊び会 かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 1組500円

〒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

10:00 11:30 子育てセミナー あつまるスタジオ
家庭倫理の会
☎090-6575-3009

事前募集・当日参加
可・見学自由

未会員のみ500円

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

29日（火）

30日（水） 10:00 11:30 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　東海地
区
☎090-1101-1586

事前募集・当日参加
可

受講料500円

13:30 15:00 美文字レッスン あつまるスタジオ
瑛泉書の会
☎090-2687-6583（河口瑛泉）

事前募集・見学自由 2,300円

31日（木） 10:00 12:00 虹色マルシェ かんがえるスタジオ
虹色ママ実行委員会
（株）桐山　虹色テラス担当
m.suda@suidou.com（須田）

当日参加可・見学自
由

無料

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

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
☎090-4087-6929

事前募集・当日参加
可

初回1,000円

12:30 13:30
仮装でノリノリ♪　ウエストシェイプ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バランス
ボールインストラクター藤田　美香
uchimika8739@gmail.com

空きがあれば当日可 2,000円

13:00 16:00 己書体験会　幸座 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・筆ペン貸出しあり

14:00 16:00 地域力UP！セミナー「広報誌の作り方セミナー」 かんがえるスタジオ 市民活動交流センター 事前募集 無料

18:00 20:00 フラダンスレッスン おどるスタジオ
Hálau 'O Ku'uleialohamaikalá
aco.kuuleialoha@gmail.com

見学自由 無料

火・木（22、29日は
除く）

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
※29日はワイワイサー
クル

（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集・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 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

土日祝 10:30 11:45
モーニングイベント
「ハロウィンカード＆おりがみ」作り

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
（29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

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 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

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

月・火・水・金 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
（27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（29日は除
く）・第4木曜（10時
～12時・13時～18

時））

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。

休　　館　　日


