
　

９　月　前　半　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

1日（火） 10:00 11:50
岐阜市読書サークル協議会　文学講座　現代文学
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

みんなのホール
岐阜市読書サークル協議会
☎058-276-6041

事前募集 年額4,000円

13:00 14:50
岐阜市読書サークル協議会　文学講座　古典
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

みんなのホール
岐阜市読書サークル協議会
☎058-276-6041

事前募集 年額4,000円

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスのレッスン おどるスタジオ
岐阜スコティシュカントリーダンスクラブ
http://gifuscdc.main.jp
gifuscdc.info@gmail.com

見学自由 無料

15:00 17:00 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L'amour（ラムール）
☎090-6595-4195

事前募集・見学自由
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

15:30 17:30
フラダンスの練習
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

おどるスタジオ
アロハナニ
☎090-8866-6449

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

2日（水） 9:00 12:00 三味線　練習 あつまるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366

見学自由 無料

9:00 13:00 暮らしのマネーセミナー かんがえるスタジオ
武市
☎090-9903-9072

事前募集 無料

10:00 12:00 ウォーキングレッスン おどるスタジオ
ビューティーグレースエトワール校
☎090-9022-6410

当日参加可・見学自由 3,000円

15:00 16:00 一般社団法人ぎふおウチごはん協会　設立発表会 かんがえるスタジオ
（一社）ぎふおウチごはん協会
gifugohan@gmail.com
☎058-233-5551

観覧自由 無料

18:00 19:30 ヒッポファミリークラブ かんがえるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

3日（木） 10:30 11:20 Sun Son English♪（0～3さいの親子えいご） あつまるスタジオ
Sun Son English♪
sae00329@gmail.com
http://ameblo.jp/33eigo/

事前募集 1,600円

10:30 11:30 やさしいモーニングヨガ つながるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集 体験500円・月謝割有

13:00 15:00 荒井水墨画教室 つながるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291

見学自由 無料

13:00 16:00 楽笑会　己書　体験会と幸座 あつまるスタジオ
楽笑会　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

初体験1,000円・大人2,000
円・小人1,000円・筆ペン
貸し出し販売あり

4日（金） 10:00 11:30 手話勉強会 かんがえるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

事前募集 無料

5日（土） 14:00 16:00 きよまるcafe（がん体験者のおしゃべり会） かんがえるスタジオ
NPO法人わたしのがんnet
きよまるcafe　担当岡本
kiyoko1207@ccn.aitai.ne.jp

事前募集・当日参加可・
見学自由・がん体験者な
ど

無料

11:30 13:00 やせやすい体作りのフラダンス おどるスタジオ
カノホナ　ハウオリ　フラスタジオ
☎090-6586-6668（前野）

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

14:00 16:30 紙の葉っぱのミュージアム つながるスタジオ
岩越　昌文
☎090-9896-6078

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料（ラミネートして持ち
帰る場合は300円）

18:30 20:30 いちから分かる仏教講座 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

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

事前募集・見学は予約制 無料

6日（日）
①10:30
②13:30

①12:30
②15:30

①HTML&CSS入門体験会・②PHPプログラミング入門
体験会

あつまるスタジオ
勉強禁止！子供ロボットプログラミング塾
https://ichiwaka.internetsystem.co.jp
☎058-338-0587

事前募集・当日参加可 無料

10:30 15:00 福井工業大学　サテライトオープンキャンパス みんなのギャラリー
福井工業大学　入試広報課
☎0776-29-7871

事前募集 無料

①11:15
②12:00

①11:50
②12:45

①おなか引きしめピラティス・②やさしいヨガ おどるスタジオ
RIKA
rk.31.fitness@gmail.com

事前募集・当日参加可 1本800円・2本1,500円

13:00 16:00 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

事前募集・見学自由・体
験希望者は要予約

無料

7日（月） 10:15 11:30 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus かんがえるスタジオ
Sunny Circus　松田友希
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800円

10:30 11:30
ママとベビーのワクワクヨガ
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

おどるスタジオ
Angel Ring
☎090-1628-6386（棚橋）

事前募集 1,000円

10:30 11:30 産後バランスボール 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 参加費1,800円～

8日（火） 10:00 11:50
岐阜市読書サークル協議会　文学講座
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

かんがえるスタジオ
岐阜市読書サークル協議会
☎058-276-6041

事前募集 年額4,000円

10:00 12:00 学研教室　指導者説明会 あつまるスタジオ
（株）学研エデュケーショナル
☎080-5163-7357（前川）

事前募集・当日参加可 無料

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスのレッスン おどるスタジオ
岐阜スコティシュカントリーダンスクラブ
http://gifuscdc.main.jp
gifuscdc.info@gmail.com

見学自由 無料

13:30 15:00
リウマチさんの学びの集い
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

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

9日（水）
①10:00
②12:00

①12:00
②15:00

①子育て勉強会スマイル（赤ちゃんマッサージ）
②子育て勉強会スマイル（子育て相談会）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

つながるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

10:00 12:00
子育て勉強会スマイル（親子ヨガ）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

かんがえるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

13:00 15:00 みさと笛　練習 あつまるスタジオ
現代邦楽会みさと笛岐阜雅の会
☎090-3952-2886（藤本）

見学自由 無料

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 3,600円

18:00 19:30 ヒッポファミリークラブ あつまるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

10日（木） 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
☎058-216-3700

事前募集・当日参加可 受講料500円

10:30 11:30 やさしいモーニングヨガ あつまるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集 体験500円・月謝割有

13:00 14:00 スマホ教室 あつまるスタジオ
ドコモショップ岐阜正木店
☎0120-598-511
☎058-215-5625

事前募集 無料

〒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）

毎月最終火曜日及び年末年始（12/31～1/3）
※最終火曜日が祝休日と重なる場合は、翌日が休館日となります。

※最終火曜日が年末年始と重なる場合は、前週の火曜日が休館日となります。

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



　

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

13:30 14:30 中高年向け　軽体操　＆　ストレッチ 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

事前募集・空きあれば当
日参加可

1,500円

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
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

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 1,000円・体験は無料

11日（金） 10:00 12:00 荒井水墨画教室 あつまるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291

見学自由 無料

①10:00
②10:00

①12:00
②15:00

みんなで手をつなごう①映画・②展示 ドキドキテラス
(一社)岐阜県手をつなぐ育成会
☎058-253-8062

事前募集・当日参加可・
観覧自由

無料

13:00 15:00 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.com

見学自由 無料

19:00 20:30 歎異抄　講座 あつまるスタジオ
古典を学ぶ会
☎070-1369-7141（三浦）

見学自由 無料

12日（土）
①10:00
②13:00

①12:00
②15:00

簡単製本ワークショップ
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

かんがえるスタジオ
鈴木
☎090-1783-7011

事前募集・当日参加可・
定員1回20名

材料費2,000円

14:00 16:00 大人のためのペーパーリーフアート講座 おどるスタジオ
岩越　昌文
☎090-9896-6078

事前募集・当日参加可・
見学自由

材料費500円

13日（日） 10:00 12:00
簡単製本ワークショップ
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

かんがえるスタジオ
鈴木
☎090-1783-7011

事前募集・当日参加可・
定員1回20名

材料費2,000円

①10:30
②13:30

①12:00
②15:00

子供ロボットプログラミング大作戦 おどるスタジオ
勉強禁止！子供ロボットプログラミング塾
https://www.roboprojuku.com
☎058-338-0587

事前募集 2,000円

13:00 18:00 津軽三味線　糸音　合同練習 つながるスタジオ
津軽三味線　糸音
☎090-6466-0223（田中）

見学自由 会員1,000円・見学無料

17:00 18:30 歎異抄　講座 あつまるスタジオ
古典を学ぶ会
☎070-1369-7141（三浦）

見学自由 無料

18:30 20:30 いちから分かる仏教講座 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

14日（月） 10:00 11:30 ぎふ産後ケアの日 あつまるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会　岐阜支部
ぎふ産後ケアの日実行委員会
gifusangocare@gmail.com

事前募集 500円

10:00 15:00 チャレンジしよう！ かんがえるスタジオ
縁（えにし）の会
☎090-4089-1256（山下）

事前募集・当日参加可・
見学自由

材料費500円

10:15 11:30 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus おどるスタジオ
Sunny Circus　松田友希
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800円

10:30 11:30 産後バランスボール 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 参加費1,800円～

20:00 21:00 BLAZE DANCE STUDIO おどるスタジオ
BLAZE
☎090-7952-4991

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

15日（火） 9:00 16:00 令和2年度　高年齢者助成金等説明会 かんがえるスタジオ
（独）高齢・障害・求職者支援機構岐阜支部
☎058-265-5823

事前募集 無料

10:00 11:30
ヒッポファミリークラブ
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

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

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスのレッスン おどるスタジオ
岐阜スコティシュカントリーダンスクラブ
http://gifuscdc.main.jp
gifuscdc.info@gmail.com

見学自由 無料

9日（水）～14
日（月）

10:00 17:00
鈴木敬子とルリユール仲間展
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

みんなのギャラリー
鈴木
☎090-1783-7011

観覧自由 無料

火（祝祭日・休
館日除く）

13:00 17:00 岐阜市ビジネスチャレンジ支援　経営相談窓口
2階　レファレンスカウン
ター

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料

木（祝祭日・休
館日除く）

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　レファレンスカウン
ター

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料

第4土曜
①10:00
②13:00

①12:00
②18:00

岐阜市ビジネスチャレンジ支援　経営相談窓口
2階　レファレンスカウン
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。


