
　

６　月　２１～３０日　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（金） 10:00 11:30 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 無料

10:10 11:45 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
http://mommyshug.peewee.jp

事前募集
１回800円・6回チケット
4,000円

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

12:00 14:00 ルンルンスマイル　ウォーキングレッスン おどるスタジオ
ルンルンスマイル
lunlunsmile.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

3,300円

13:30 14:30 みさと笛体験 つながるスタジオ
現代邦楽会　みさと笛岐阜雅の会
☎090-3952-2886（藤本）

事前募集・当日参加
可・見学自由

500円

14:00 15:00 ぎふハチドリ基金2019年度助成金授与式 かんがえるスタジオ
（特非）ぎふハチドリ基金
hachidori@gifunpo-fund.org

観覧自由 無料

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）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

19:00 21:00 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

22日（土） 10:00 16:30 ギフつながる子育てフェスタ かんがえるスタジオ
ぎふママカレッジ
gifumamacollege@gmail.com

事前募集・当日参加
可

有料

11:00 16:00 GiFUCOひろば（幼稚園パネル展） みんなのギャラリー
GiFUTO編集室
☎058-247-2512

観覧自由 無料

13:30 15:30 ロボットプログラミング＆工作教室（ギフつながるフェスタ） おどるスタジオ
ぎふママカレッジ
gifumamacollege@gmail.com

事前募集 1,500円

13:40 15:20 こころのふれあいサロン（仮） あつまるスタジオ
岐阜障がい者就業・生活支援センター
☎058-253-1388

当日参加可 無料

16:00 18:00 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・見学自
由

無料

16:15 18:45 本物のお花を使ったレジンアクセサリー制作ワークショップ あつまるスタジオ
Kamila's 4AM Art
kamilas4amartjapan@gmail.com

事前募集・空きあれ
ば当日可

2,800円

18:20 19:20 ヨガムドラ岐阜2019　動いてスッキリ！アクティブヨガ つながるスタジオ
ヨガムドラ岐阜実行委員会　YOGA
shantiA
☎0584-64-6776

ドネーション制（寄
付・基金）

無料

19:00 20:30 「消費税　増税されると　どうなるか」 かんがえるスタジオ
幸福実現党岐阜県本部
☎080-3627-9332

当日参加可・見学自
由

資料代300円

23日（日） 9:00 11:00 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（堀江）

当日参加可 1,000円

10:00 13:00 私立中学合同相談会　in ぎふ みんなのギャラリー
鶯谷中学校
☎058-265-7571

当日参加可 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

11:15 12:45 カードゲーム「限界都市」の体験会 つながるスタジオ
（一社）Do It Yourself
☎090-1820-9366

当日参加可・見学自
由

無料

15:15 16:45 カードゲーム「限界都市」の体験会 つながるスタジオ
（一社）Do It Yourself
☎090-1820-9366

当日参加可・見学自
由

無料

16:00 バリアフリーコンサート「キッズフラメンコ」 かんがえるスタジオ
任意団体ハッピー・ハーモニー
☎080-1623-0326（篠田）

事前募集
小学生以上1,000円／
障がい児・者は無料

17:00 19:00
全額寄付型　新しい英会話コミュニティ
Coffee & Conversation for Charity

つながるスタジオ
Coffee & Conversation for Charity
shinsukehori0908@gmail.com

事前募集・当日参加
可

1,000円／時間

24日（月）
①9:45
②10:45

①10:30
②11:30

リトミック あつまるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円

10:30 11:30 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 参加費1,500円～

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

13:00
（12:00受付）

16:30
中部語法理論研究会スピンオフ講座　魔女とこびと　＆　昔話絵本
の選びかた

みんなのホール
岐阜昔ばなし大学実行委員会
gifu.mukadai@gmail.com

事前募集 1,000円

13:30 15:00
初めての朗読
「君たちはどう生きるか」を読んでみよう

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

25日（火）

26日（水） 10:10 11:45 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

10:30 11:30 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

12:00 14:00 フラワーアレンジメント おどるスタジオ
Le Violette
☎090-7686-9898（白木）

事前募集・見学自由
材料費（お花代）・飲み
物代3,500円

休　　館　　日

〒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

13:00 20:00 浴衣講座 つながるスタジオ
（一財）民族衣裳文化普及協会
☎0120-029276

当日参加可・見学自
由

2回1,000円

14:00 15:30 人権学習講座② みんなのホール
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

当日参加可 無料

17:30 19:00 ヒッポファミリークラブ おどるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

27日（木） 10:30 11:30 ママのためのヨガ あつまるスタジオ
ぎふママカレッジ
gifumamacollege@gmail.com

事前募集 500円

13:00 14:30 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

15:15 16:45 チェスのゲームをしよう あつまるスタジオ
EBS
☎090-7311-1655（山田）

当日参加可・見学自
由

無料

18:00 21:00 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回1,000円・体験は無
料

28日（金） 10:00 11:30 脳が発達する絵本の読み方講座 つながるスタジオ
頭と心を育む絵本講師　平沼真由美
☎090-7683-0454

事前募集・当日参加
可

2,000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
kokokara.barabo@gmail.com
☎090-4087-6929

事前募集・当日参加
可

初回1,000円

12:30 15:30 ～天然の香り体験～ つながるスタジオ
長野
☎090-7319-2829

当日参加可・見学自
由

無料

13:30 14:30 体の中からきれいになろうフラダンス おどるスタジオ
大熊
☎090-3887-3700

当日参加可 800円

14:00 16:00 みんなの図書館シアター みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日参加可 無料

18:30 20:30 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
☎090-8734-2308（山本邦雄）

当日参加可 資料代1,000円

29日（土） 9:00 12:00 HITキャラクトロジー®心理学マスター講座 つながるスタジオ
HITキャラクトロジー心理学協会
bkdcn380@ybb.ne.jp

事前募集 無料

10:00 11:30 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

受講料500円

13:15 13:45 「梅雨に送る　Jゴスペル　mini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（河野）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

13:30 15:30 雨量計をつくろう あつまるスタジオ
（一社）Do It Yourself
☎090-1820-9366

事前募集 2,000円

14:00 16:00 地域読み聞かせボランティア養成講座 かんがえるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

16:30 17:30 市政報告・みんなの知恵を集めるcafe あつまるスタジオ
岐阜市議会議員　和田　直也
office@wada-naoya.jp

見学自由 無料

19:00 21:00 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

当日参加可 無料

30日（日） 10:00 16:30 宇宙からあなたの望み掘り下げます あつまるスタジオ
CODE for GIFU
cfgifu@gmail.com

事前募集・見学自由 500円

①13:30
②14:10

①14:00
②14:40

ヒプノ・リラクゼーション つながるスタジオ
Natural Colors
natural.colors8@gmail.com

事前募集・当日参加
可

1,000円

11（火）～30
（日）

9:00 21:00 本気（まじ）彩郷（さいきょう）写真展－通（つう）－ ドキドキテラス
岐阜市観光コンベンション課
☎058-265-3984

観覧自由 無料

26日（水）～30
日（日）

9:00
(26日は13:00）

21:00
（30日は
12:00）

連合岐阜平和展 みんなのギャラリー
連合岐阜
☎058-240-6605（森川）

観覧自由 無料

月・水 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
（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（25日は
除く）

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「ストラップづくり」 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（25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

第3木曜（20
日）

19:00 20:30 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）

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 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
（23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

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。


