
　

１　月　後　半　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

16日（火） 9時15分 10時45分 笑い文字 あつまるスタジオ
笑い文字普及協会
☎090-2779-1698（國江）

事前募集・当日参加
可

3,240円

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

15時30分 17時00分 フラワーサークル　L'amour 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・見学自由 3,500円

17日（水）
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

13時30分 14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

有料

14時00分 17時00分 協働のまちづくりセミナー かんがえるスタジオ
市民活動交流センター
☎058-264-0011

事前募集 無料

19時00分 20時30分 おとなの夜学
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

18日（木） 10時00分 11時30分 家庭教育セミナー あつまるスタジオ
（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・保育料300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
第92回　岐阜市高齢者大学
（ぎふスーパーシニアカレッジ）＜全10回＞

かんがえるスタジオ
岐阜市高齢福祉課
☎058-214-2173

事前募集 資料代1,000円

13時30分 15時30分 入会説明会（女性向け） おどるスタジオ
（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

見学自由 無料

9時30分 11時00分 ベビーマッサージ教室 かんがえるスタジオ
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

10時00分 12時00分 市民野菜づくり講座 みんなのホール
岐阜市農林園芸課
☎058-214-2079（堀）

事前募集 無料

20日（土）
①9時30分
②11時15分

②10時30分
②12時15分

カルテット幼児教室 あつまるスタジオ
magokorohibiki@gmail.com
☎090-4441-9320（山川）

事前募集 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 11時30分
「男の家事力UP化」推進キックオフイベント～家事フェス
２０１８～

ドキドキテラス
岐阜市男女共生・生きがい推進課
☎058-214-4792

観覧自由 無料

13時00分 14時00分
創業を考えている方のための岐阜市ビジネスチャレン
ジ・ミニセミナー「明確なターゲット設定が成功への近
道！」

あつまるスタジオ
岐阜県よろず支援拠点事務局
☎058-277-1088

事前募集・当日参加
可

無料

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

14時00分 15時30分
メディアコスモス新春美術館
作品鑑賞プログラム「もっと美術と仲良くなろう！」

かんがえるスタジオ
岐阜市文化芸術課「メディアコスモス
新春美術館」係
☎058-214-4973

事前募集 無料

15時00分 18時30分 空き家相談会 あつまるスタジオ
NPO岐阜空き家・相続共生ネット
☎058-253-5255

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

18時00分 20時00分 みんなの森の天体観望会
みんなの広場　カオ
カオ

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要
雨天中止

無料

21日（日） 9時30分 10時30分 ヨガレッスン あつまるスタジオ
リフレッシュ＆リチャージ
☎090-5638-5268

事前募集・当日参加
可

1,000円

①10時30分
②13時30分

①11時30分
②14時30分

メディアコスモス新春美術館
鑑賞ワークショップ「不完全な感覚鑑賞会」

みんなのギャラリー
岐阜市文化芸術課「メディアコスモス
新春美術館」係
☎058-214-4973

事前募集 無料

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

13時00分 16時00分 岐阜・大垣インターアクト協議会 みんなのホール
岐阜県立岐山高等学校　インターア
クトクラブ
☎058-231-2905

関係者・当日参加可 無料

14時00分 15時45分 スロバキアフェスティバル 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

22日（月） 9時30分 11時00分 ベビーマッサージ教室 かんがえるスタジオ
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

10時00分 12時00分 姿勢と歩き方で全身シェイプアップ おどるスタジオ
ポスチュアウォーキング
yamada@posturewalking.jp
☎090-6468-1416（山田）

事前募集・当日参加
可・見学自由

3,500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
ば当日可

3,000円・SNS掲載不可
の場合4,000円

19時00分 20時30分 ブラジル流ヒップアップ おどるスタジオ
岐阜県国際交流団体協議会
☎090-214-7703

事前募集・当日参加
可

1,000円

23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 12時40分
ハートのサプリ講座・キャリアトランプセミナー
「自分のやりたいこと発見！セミナー」

おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集
参加費：一般2,300円・会
員2,000円

10時15分 11時30分 ※木のおもちゃであそぼう※　まんまるしかく あつまるスタジオ
まんまるしかく
manmarushikaku123@gmail.com

事前募集・当日参加
可

1,000円（託児可）

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

事前募集・見学自由 3,500円

24日（水） 10時00分 14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
☎080-5116-6991（松田）

事前募集 2,800円

13時00分 15時00分 産後バランスボール 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 1,000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 

岐阜市立図書館では、蔵書点検（資料の点検）のため、下記の日程

に臨時休館をいたします。（１階は通常通り開館します） 

ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

平成30年2月 5日（月）～ 9日（金） ２階 中央図書館 

 

休館中は、ブックポストへ返却をしていただけます。  

（視聴覚資料など一部ブックポストをご利用いただけない資料もござ

います。） 

お問い合わせ先：中央図書館   ☎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

25日（木） 13時30分 15時30分 ぎふママ減災スタディ かんがえるスタジオ
NPO法人こどもトリニティネット
kodomo_trinitynet@yahoo.co.jp
☎090-4218-4740（桐部）

事前募集 1組1,000円

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・見学は無料

26日（金） 10時00分 11時30分
第92回　岐阜市高齢者大学
（ぎふスーパーシニアカレッジ）＜全10回＞

かんがえるスタジオ
岐阜市高齢福祉課
☎058-214-2173

事前募集 資料代1,000円

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
mommyshug.gifu@gmail.com

事前募集・見学自由 800円

10時30分 11時40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

13時30分 14時30分 体の中からキレイになろう　フラダンス おどるスタジオ
体の中からキレイになろう　フラダン
ス
☎090-3887-3700

当日参加可 500円

18時15分 19時45分 笑い文字　ありがとう講座 あつまるスタジオ
笑い文字普及協会
☎090-2779-1698（國江）

事前募集・当日参加
可

3,240円

18時30分 20時00分 フラワーサークル　L'amour（ラムール） かんがえるスタジオ
フラワーサークル　L'amour（ラムー
ル）
☎090-6595-4195

事前募集 3,500円

27日（土） 10時00分 12時00分 親子バレエ あつまるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

10時00分 15時00分 近代詩吟照風流　新春吟詠大会 みんなのホール
照風流
☎090-7311-5530（加藤　照丈）

関係者 無料

14時00分 15時00分 平成29年度岐阜市ユニバーサルデザイン賞表彰式 ドキドキテラス
岐阜市政策調整課
☎058-214-2039

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 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

17時00分 18時00分 ポールウォーキングセミナー おどるスタジオ
NPO法人なじみのふるさと
☎090-1563-4820

見学自由 無料

18時00分 21時00分 着付け講座 あつまるスタジオ
着付けサークル
☎058-263-0345（乾）

見学自由 月2回　計2,000円

28日（日） 10時00分 11時00分
ハッピー・ハーモニー＆あっこさん　コラボレーション企画
「みんな　de えほん」

おどるスタジオ
任意団体　ハッピー・ハーモニー
happyharmony4gifu@gmail.com

事前募集
小学生以上おひとり100
円

10時00分 12時00分 マーティーズ　インターナショナルキンダー　生活発表会 みんなのホール
マーティーズ　インターナショナルキ
ンダー
☎0584-78-9066

観覧自由 無料

12時00分 12時55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

当日参加可・見学自
由

1,000円

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

29日（月） 9時00分 13時00分 宇宙に選ばれる幸せなパートナーの法則 あつまるスタジオ ☎080-5162-6303（泉） 事前募集 3,000円

10時00分 14時00分 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus おどるスタジオ
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
参加費500円・ベビー
マッサージは1,000円

30日（火）

31日（水） 13時30分 14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

有料

13時30分 15時30分 燦餐の会　定例会 かんがえるスタジオ
燦餐の会
☎090-7684-2899（野村）

当日参加可 600円

18時30分 20時30分 ビジネス支援セミナーⅡ 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

12日（金）～19日
（金）

9時00分
21時00分

（19日は13時）
岐阜県ユネスコ協会”絵で伝えよう「わたしの町のたから
もの」”

ドキドキテラス
岐阜県ユネスコ協会
☎058-215-0367

観覧自由 無料

13日（土）～28日
（日）

10時00分
17時00分

（入場は16時30
分まで）

メディアコスモス新春美術館2018　色即是芸 みんなのギャラリー
岐阜市文化芸術課「メディアコスモス
新春美術館」係
☎058-214-4973

観覧自由 無料

27日（土）～28日
（日）

9時00分
（27日は10時）

21時00分
（28日は15時）

岐阜新聞主催「かべ新聞コンクール２０１７」入賞・入選
作品展

かんがえるスタジオ
岐阜新聞社　編集局報道部
☎058-264-1151（代）（村瀬）

観覧自由 無料

28日（木）～2月12
日（月・祝）

9時00分 21時00分 平成29年度岐阜市ユニバーサルデザイン賞展示 ドキドキテラス
岐阜市政策調整課
☎058-214-2039

観覧自由 無料

31日（水）～2月16
日（金）

9時00分
21時00分

（16日は15時）
「平成29年度岐阜市景観賞」の受賞物件の展示
※表彰式1月31日（水）

ドキドキテラス
岐阜市まちづくり景観課内「岐阜市
景観賞」事務局
☎058-265-3985

観覧自由 無料

平日
（17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
（20、21、28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
(4日、5日は除く)

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
（13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
（21日は除く）

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
（13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
（21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

4日（木）～31日
（水）

10時30分 11時45分 春節（中国）イベント 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

月・水
(1,3,8日は除く）

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

火・木
(2,4,30日は除
く）

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

金
(5,日は除く）

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

イベントの記載内容は、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


