
　

５　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（金） 10時00分 12時00分 ピヨピヨクラブ（０才～子育て中の親子の会）親子体操 かんがえるスタジオ
ピヨピヨクラブ
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

10時00分 12時00分
ピヨピヨクラブ（０才～子育て中の親子の会）赤ちゃんマッ
サージ

つながるスタジオ
ピヨピヨクラブ
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 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4,000円

13時00分 15時00分 荒井水墨画サークル あつまるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.co
m

見学自由 無料

12日（土） 10時00分 11時15分 並木道読書会
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

13時30分 14時30分 駐日スロバキア大使による講演会 みんなのホール
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

当日参加可 無料

14時00分 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

13日（日） 11時00分 11時40分 みどりの季節のおはなし会
２階　おはなしのへ
や

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2925

当日受付 無料

14時00分 15時30分 本でウォークラリー
２階　つながる読書
のへや

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

14日（月） 10時00分 11時20分 お遊び会＆ベビーマッサージ かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集・当日参加
可

おあそび会500円・ベ
ビーマッサージ1,000円

10時30分 11時30分 産後バランスボール（育児に必要な体力をつける！） 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 1,500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

15日（火）
①9時15分
②13時30分

①11時45分
②16時00分

岐阜市職員就職ガイダンス
みんなのホール・か
んがえるスタジオ

岐阜市人事課
☎058-214-4925

事前募集 無料

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 1,000円

12時30分 13時30分 スコティシュカントリーダンス おどるスタジオ
有田　典和
☎058-262-1656

見学自由 無料

15時30分 20時00分 フラワーアレンジメントレッスン 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 3,500円

16日（水） 10時00分 15時00分 荒井水墨画基礎教室 つながるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.co
m

見学自由 無料

①10時30分
②11時00分

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

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

当日参加可 500円

18時30分 20時30分
山女子クラブ岐阜校登山教室　第１回山登りの計画を立
てよう

つながるスタジオ

山本
https://m.facebook.com/yamajyoshi
clubgifu/
☎090-8734-2308

事前募集・当日参加
可

資料代1,000円

17日（木） 10時00分 11時30分 家庭教育講座 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

500円

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（吉村）

当日参加可・見学自
由

無料

10時00分 11時30分
確定拠出年金セミナー「お得に貯蓄　NISA 個人年金
iDeCo」

つながるスタジオ
（資）トータルウエア　FP相談室
fp@totalware.jp

事前募集 2,160円

14時00分 16時00分 MILIMILI HURA STUDIO フラダンスレッスン おどるスタジオ
ミリミリフラスタジオ
☎090-9900-7293

当日参加可・見学自
由

体験1,000円

18日（金） 9時00分 12時00分 手話勉強会 かんがえるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

事前連絡要 無料

10時00分 12時00分 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

12時30分 13時30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

 

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 

           中央図書館総合カウンター    ☎058-262-2924 【ぎふメディアコスモス自主事業イベント告知】 

５月１２日（土）・１３日（日） ★みんなの森に大集合 ～あんなコト、こんなコト、できちゃうかも～  

楽しいステージイベントや ワークショップ、体験コーナーなど、全館あげての盛りだくさんの企画です。 

 ◆ 5月12日（土） 多文化交流フェスタ in メディコス 

 ◆ 5月13日（日） みんなの森に大集合ーあんなコト、こんなコト、できちゃうかもー 

 ◆ 5月12日（土）・5月13日（日） みんなの広場 カオカオにも大集合 －お腹も大満足－ 



　

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00分 16時00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

事前募集・当日参加
可

無料

19時00分 21時00分 フラメンコサークル おどるスタジオ
ペアフラメンコセビジャーナス
pairflamenco@gmail.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円

19日（土） 9時00分 11時00分 そらヨガサークル 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・見学自由

1,500円・貸マット100円
（予約）

10時00分 12時00分 岐阜シャルソン あつまるスタジオ
info@yamatoco.org
☎090-5874-6430（鈴木）

事前募集・当日参加
可

男性5,000円・女性2,000
円

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

10時30分 12時00分 公開講座「中国の古代詩を読む」 かんがえるスタジオ
岐阜市立女子短期大学
☎058-296-3131

事前募集 1,000円

11時00分 13時00分 子供バレエ おどるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

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・定時総会 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

13時30分 16時30分
翻訳ミステリー岐阜読書会　その雪と血を　ハヤカワ・ミ
ステリー　ジョ・ネスゴ　訳　鈴木　恵

つながるスタジオ
翻訳ミステリー大賞シンジケート
honyakumystery.jp（4/20（金）予約開
始）

事前募集 500円＋資料代

16時00分 18時00分 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（山本）

当日参加可・見学自
由

無料

16時00分 20時00分 岐阜シャルソン かんがえるスタジオ
info@yamatoco.org
☎090-5874-6430（鈴木）

事前募集・当日参加
可

男性5,000円・女性2,000
円

18時00分 21時00分 着付け教室 つながるスタジオ
乾
☎058-263-0345

当日参加可・見学自
由

2,000円

20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 1,000円

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

11時00分 15時00分

午前：第8回　協同組合　NSK保険協会　定時総会
午後：特別講演「プロ野球トレーナーの仕事をして」～
チーム内での立ち位置とプレーヤーズファーストの理念
～

みんなのホール

NPO法人NSK事業推進＆スポーツ
科学協会　協同組合　ＮＳＫ保険協
会
☎058-248-0083

午前：関係者
午後：当日参加可

無料

2日（水）～7日（月） 10時00分
16時00分

（7日は15時）
絵てがみと水彩画展 みんなのギャラリー

笑ってる会　絵てがみと水彩画
☎090-3951-9784

観覧自由 無料

8日（火）～14日
（月）

9時00分
(8日は

13時00分）

21時00分
（14日は

12時00分）

展示「楽しく知ろう！国際交流・国際協力・多文化共生」、
スロバキア展

みんなのギャラリー
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

当日参加可 無料

12日（土）～13日
（日）

「多文化交流フェスタ　in メディコス」「みんなの森に大集
合」

全館

（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741
市民活動交流センター
☎058-264-00111

17日（木）～23日
（水）

9時30分
（17日は13時）

16時30分
（23日は16時）

岐阜円空仏を彫る会　第７回作品展 みんなのギャラリー
大竹　春夫
☎080-6909-1223

観覧自由 無料

火・水・木・金
（29日は除く）

14時00分 14時45分
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1･2･4･5土日 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 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 16時00分 16時45分 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・水 18時30分 20時30分 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

火・木 18時30分 20時30分 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時30分 20時30分 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

毎日 10時30分 11時45分 海外から来た方を迎えるウエルカムカードを作ろう！ 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

平日
（2、16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
（5、12、13、19、20、

27日は除く）
14時00分 14時30分 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。

詳しくはチラシをご覧ください 詳しくはチラシをご覧ください


