
　

４　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（木） 10:00 11:00 ベビーマッサージ つながるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747（宇野）

事前募集 1,000円

10:00 11:30 子育てセミナー おどるスタジオ
家庭倫理の会　岐阜市
☎090-6575-3009

事前募集・当日参加
可・見学自由

未会員のみ500円

13:30 15:30 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

14:00 16:00 社交ダンス練習 おどるスタジオ
エミ・コスモス会
☎090-3857-7292

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

18:15 20:45 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

12日（金） 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
☎090-1101-1586

事前募集・当日参加
可

受講料500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・空きあれ
ば当日可

1,000円

13:00 15:00 荒井水墨画サークル かんがえるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

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

18:30 20:30 山女子クラブ岐阜校　安全登山教室③ つながるスタジオ
山女子クラブ岐阜校
outdoorbutlers@gmail.com
☎090-8734-2308（山本）

事前募集・当日参加
可・見学自由

資料代1,000円

13日（土） 9:30 12:30 近代詩吟照風流　吟詠大会 みんなのホール
近代詩吟照風流　事務局
☎090-7311-5530

観覧自由 無料

10:00 11:00 第18回　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

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

14:30 16:00
第40回記念岐阜書作家協会記念イベント「家族で楽しむ書」色紙カ
レンダーに字を書く

ドキドキテラス
今田　紅渓
☎058-257-1439

事前募集・見学自由 無料

14:30 16:00
第40回記念岐阜書作家協会記念イベント「家族で楽しむ書」マーブ
リング

かんがえるスタジオ
今田　紅渓
☎058-257-1439

事前募集・見学自由 無料

18:30（開場
18:00）

SERKAN　TUTAR　RAKKAS ISTANBUL IN GIFU みんなのホール
ネシェベリーダンススタジオ
nese.bellydance@gmail.com

事前募集・空きあれ
ば当日可

前売3,800円等

14日（日） 9:15 10:15 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にショートメールでお申
し込みを。

事前募集 1,500円

10:15 12:00 子育てママのマネーセミナー あつまるスタジオ
（株）ライフプラザパートナーズ
☎090-6578-9794（富成）

事前募集・当日参加
可

無料

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
は無料

13:30 15:00 法律・福祉の生活セミナー あつまるスタジオ
NPO法人　Lifeあんしんねっト
☎090-4858-0740（クワバラ）

当日参加可 無料

13:30 16:00 「科学する絵本」～タンポポちょうさ員になろう～ ドキドキテラス
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 材料費500円

14:00 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

15日（月） 10:00 12:00 荒井デッサン教室 おどるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

10:00 11:15 ほっぺのお遊び会 かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747（宇野）

事前募集 1組500円

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・見学自由
1回800円・6回分チ
ケット4,000円

10:30 11:30 産後バランスボール あつまるスタジオ
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～

16日（火） 10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座　古典文学講座 みんなのホール
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

10:00 12:30 ハートのサプリ　春！わたし前に進む かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747（宇野）

事前募集 3,000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・見学自由

初回1,000円

10:30 12:30 愛する力を身につける講座 あつまるスタジオ
ママエイド事業部（佐藤）
☎058-215-9238
☎090-1474-6312

当日参加可 500円

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスの練習 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
gifuscdc.main.jp
☎058-262-1656

見学自由 無料
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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

15:00 19:00 フラワーアレンジメント つながるスタジオ
フラワーサークル　ラムールL'amour
☎090-6595-4195

事前募集
フラワーアレンジメン
ト3,500円・プリザー
ブドフラワー4,500円

20:00 21:00 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 1,000円

17日（水） 9:00 12:00 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

10:15 12:00 子育てママのマネーセミナー かんがえるスタジオ
（株）ライフプラザパートナーズ
☎090-6578-9794（富成）

事前募集・当日参加
可

無料

①10:30
②11:00

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

13:00 14:00 女性のためのピラティスグループレッスン おどるスタジオ
yuri
☎090-4118-1369

当日参加可・見学自
由

1,000円

15:30 17:00 感謝状贈呈式・収納事務取扱説明会 みんなのホール
岐阜市納税課
☎058-214-2098

関係者 無料

17:30 19:00 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

18:00 21:00 仏教ってなに？ つながるスタジオ
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

18日（木） 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 15:00 荒井デッサン教室 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

13:00 15:00 二胡の練習 つながるスタジオ
二胡Bee
☎090-3254-3913

見学自由 無料

13:30 15:00 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・飲み物希望の
場合は100円

14:00 15:30 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

14:00 16:00 社交ダンス練習 おどるスタジオ
エミ・コスモス会
☎090-3857-7292

当日参加可 無料

15:00 18:00 空き家セミナー　空き家相談会 つながるスタジオ
NPO岐阜空き家・相続共生ネット
☎058-253-5255

当日参加可 無料

19日（金） 9:00 12:00 手話勉強会 おどるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

当日参加可・事前連
絡要

無料

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・見学自由
１回800円・6回チ
ケット4,000円

13:00 18:00 岐阜県損害保険代理業協会　岐阜支部　総会・セミナー かんがえるスタジオ
岐阜県損害保険代理業協会
☎058-329-0050

関係者

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

20日（土） 9:00 11:00 あわゆい　うずまき流舞　公開お稽古 おどるスタジオ
あわゆい
awayui_gifu@yahoo.co.jp

当日参加可・見学自
由

無料

9:00 13:00 知ってトクする　く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・当日参加
可

無料

9:30 12:30 ～天然の香り体験～ あつまるスタジオ
長野
☎090-7319-2829

当日参加可・見学自
由

無料

11:00 13:00 子供バレエ おどるスタジオ
子供バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

13:00 15:00 あわゆい　うずまき流舞　公開お稽古 おどるスタジオ
あわゆい
awayui_gifu@yahoo.co.jp

当日参加可・見学自
由

無料

13:30 15:30 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（サイトウ）

当日参加可 無料

15:00 17:00 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

2日（火）～6日
（土）

10:00
16:00

（6日は15:00）
第13回　花みずきパッチワークキルト展 みんなのギャラリー

花みずき
☎080-5110-5514

観覧自由 無料

2日（火）～8日
（月）

9:00
21:00（8日は

15:00）
世界自閉症啓発デー記念作品展＆発達障がい者理解啓発イベン
ト2019

ドキドキテラス
岐阜市障がい福祉課
☎058-214-2138

参加自由 無料

13日（土）～18日
（木）

9:00 18:00 第40回記念岐阜県書作家協会会員展 みんなのギャラリー
今田　紅渓
☎058-257-1439

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 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

月・火・水・金
（3、17日は除く）

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
（6、13、14、28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。


