
　

１　月　の　催　し　物

９　月　８　～　１４　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

8日（土）～9日（日） 9時00分
21時00分

（9日は16時まで）
水戸岡鋭冶パネル展 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

10時00分 16時00分 水戸岡鋭治氏デザイン連節バス展示（岐阜バス）
みんなの広場　カオ
カオ

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

10時00分 16時00分 長良川鉄道子ども運転士制服体験撮影 エントランスホール
岐阜市ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

当日受付 無料

10時00分 16時00分 スタンプラリー
ぎふメディアコスモ
ス、柳ケ瀬、神田
町、JR岐阜駅周辺

岐阜市ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

当日受付 無料

8日（土） 10時00分 15時00分 ミニSL乗車体験（協力：岐阜工業高等学校）
みんなの広場　カオ
カオ

岐阜市ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

雨天中止 無料

9日（日）
13時00分

（開場12時00分）
15時15分

水戸岡鋭治さんトークイベント＆ヴァイオリニスト大迫淳
英さんライブ

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

当日先着150名 無料

9日（日）
①16時30分
②19時00分

①17時00分
②19時45分

サウンドクルーズコンサートinメディコス

①エントランスホー
ル
②スターバックス
コーヒー

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

8日（土） 9時00分 13時00分 己書道場 つながるスタジオ
己書道場
☎090-7315-6995

事前募集
2,000円・初回のみ1,000
円

10時00分 11時00分 本ｄｅ子育てカフェ～赤ちゃん編～ おどるスタジオ
岐阜市立図書館
☎058-262-2924

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

13時30分 17時00分 Gifu WordPress Meetup #2 おどるスタジオ
Gifu WP Meetup
gifuwpmeetup@gmail.com

事前募集 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

14時00分 16時00分
岐阜市ビジネスチャレンジ支援セミナー　第２弾「売れな
い」が「売れる」に代わるマーケティング

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時30分 15時30分 鶯谷中学・高等学校音楽部　定期演奏会 みんなのホール
鶯谷中学・高等学校音楽部
☎058-265-7571（森）

観覧自由 無料

16時00分 18時00分 「空き家塾」連続開催 あつまるスタジオ

特定非営利活動法人　岐阜空き家相
続共生ネット
☎090-2262-7714（藤井）
平日9:00～17:00

事前募集 無料

9日（日） 9時00分 10時00分 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

9時20分 10時35分 ジャイロヨガ つながるスタジオ
ジャイロヨガ（山田）
gracia24@ezweb.ne.jp

事前募集・当日参加
可

1,000円

9時30分 11時00分 笑い文字　ありがとう講座 あつまるスタジオ
笑い文字
☎090-2779-1698（國江）

事前募集・当日参加
可

3,240円

13時00分 15時00分 そらヨガサークル　クリスタルボウルと陰ヨガ 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

13時00分 18時00分 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（川島祐司）

事前募集・当日参加
可・見学自由

500円

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

15時15分 16時30分 「秋の始まりに送る　ゴスペルミニコンサート」 おどるスタジオ
ゴスペルクラブ・リジョイス
☎090-6571-9954（コウノ）

当日参加可・見学自
由

無料

10日（月）
①10時15分
②12時30分

①11時30分
②13時45分

ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus つながるスタジオ
Sunny Circus
sunnycircus.1.2.3@gmail.com
☎080-5116-6991（松田）

事前募集 2,800円

10時30分 11時30分 産後バランスボールエクササイズ 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 受講料1,500円～

18時30分 20時00分 平成30年度　日本語の教え方講座　経験者レベル おどるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 無料

19時00分 21時00分 荒井水墨画教室 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

11日（火） 10時00分 11時50分 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時30分 11時30分 ♪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
藤谷　早紀子
☎050-7115-8028

事前募集 1,000円

10時30分 12時00分 モノと時間と心の整理 みんなのホール
岐阜友の会
☎090-3301-3202

事前募集 会費1,000円・託児300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 20時30分 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L'amour
☎090-6595-4195

事前募集
生花3,500円・プリザ
4,500円

９月８日（土）～９日（日）　水戸岡鋭冶パネル展　　　　　　　　　　　　　　　　♪関連イベントも多数開催します。詳しくはチラシまたはホームページをご覧ください♪

 

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 



　

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

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

事前募集・当日参加
可

1,000円

12日（水） 9時00分 12時00分 邦楽・三味線　奏の会 おどるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366

見学自由 無料

9時45分 11時45分
親子でともに育つぷち講座～アドラー心理学にもとづいて
～

つながるスタジオ
岐阜アドラー心理学研究会
☎090-2944-0144（クボタ）

事前募集・空きあれ
ば当日可

500円

10時15分 11時30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
☎080-5116-6991（松田）

事前募集 2,800円

13時30分 14時30分 産後バランスボールエクササイズ おどるスタジオ
体力メンテナンス協会
☎050-3568-8369（山本）

事前募集 1,500円・初回1,000円

13時30分 15時30分 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

17時00分 19時00分 ヒッポファミリークラブ つながるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

18時30分 20時00分 平成30年度　日本語の教え方講座　経験者レベル おどるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 無料

①19時15分
②20時10分

①20時00分
②20時50分

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 1,000円

13日（木） 10時00分 12時00分 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.co
m

見学自由 無料

10時30分 11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認定
uchimika8739@gmail.com
ミカ（藤田）

事前募集・空きあれ
ば当日可

1,500円

12時30分 13時30分 ベビーマッサージ教室ペペロミ 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 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・飲み物を希望され
る場合は100円

14時00分 16時00分 MILI MILI HULA STUDIO フラダンスレッスン おどるスタジオ
MILIMILI HULA STUDIO
☎090-9900-7293

当日参加可・見学自
由

見学無料・体験1,000円

15時00分 16時30分 楽筆教室 つながるスタジオ
楽筆協会
http://rakuhitsu.com
☎0564-62-5850（かなだつとむ）

事前募集 初回体験1,000円

15時20分 17時00分 チェスのゲームをしよう あつまるスタジオ
EBS（山田）
☎090-7311-1655

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

18時15分 20時45分 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

14日（金） 10時15分 12時30分 おさなご発見くらぶ あつまるスタジオ
岐阜友の会
☎090-9947-4140（服部）

当日参加可・見学自
由

100円

10時30分 11時30分 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

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

見学自由 無料

13時30分 15時30分 知恵創活講座 つながるスタジオ
NPO法人知恵創り協会
☎090-9890-8216

事前募集 全３回3,000円

18時30分 20時00分 平成30年度　日本語の教え方講座　経験者レベル かんがえるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 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

10日（月）～14日
（金）

9時00分 17時00分 （公社）岐阜市シルバー人材センター　作品展 ドキドキテラス （公社）岐阜市シルバー人材センター 観覧自由 無料

火・水・木・金 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3木 19時00分 20時30分 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時15分 13時45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 13時15分 13時45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 15時00分 16時00分 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

毎日 10時30分 11時45分 秋のモーニングイベントは折り紙！ 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
（5、19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
（1、8、15、16、23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。


