
　

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（土） 9:30 11:30
第20回　CoderDojo岐阜
※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
CoderDojo岐阜
hello@coderdojo-gifu.org

事前募集・見学自由 無料

10:00 14:00
凧づくり
協力　鏡島自治会連合会・凧揚げを楽しむ会
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

エントランスホール

10:00 15:00
竹細工体験
協力　風と土の会
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

ドキドキテラス

13:00 16:30
Webの学校
※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
Shift
shift.gifu@gmail.com

事前募集・見学自由 500円

14:00 15:15 JA全農フォーラム2020　身体にいい食 みんなのホール
岐阜新聞社　営業局
☎058-264-1158

オンライン配信のみ 無料

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

参加費500円

19:15 20:45
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

つながるスタジオ
A・Yヨガ
a.u.611005@gmail.com

事前募集 1,500円／1回

17日（日） 10:00 11:30
家ぞくの　やくわり　考えよう
※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
ガールスカウト岐阜県連盟
☎090-1236-7780（尾畑　裕巳）

当日参加可 無料

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 参加費2,000円

13:00 16:00 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

見学自由 無料

14:00 16:00
第4回シビックプライド講座
「市民、住民の力で公共空間は変わる。広場としての
メディコス」

ドキドキテラス
ぎふメディアコスモス
☎058-265-4101

事前募集 無料

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

無料

18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 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

10:30 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1,800円～

13:00 15:00 美姿勢レッスン あつまるスタジオ
Wellness　calla岐南院
☎090-5623-7340（鈴木）

事前募集・見学自由 2,000円

19日（火） 10:00 11:50 岐阜市読書サークル協議会　文学講座 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

10:15 12:00頃 知って得する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

10:30 15:00 あかちゃん撮影会 あつまるスタジオ
やまきたともか
☎058-372-3378

事前募集
3,000円・SNS等への写真
掲載不可の場合4,000円

18:00 20:00
ドイツ語講座
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

つながるスタジオ
岐阜日独協会
☎058-387-4596（青谷）
☎090-8866-3521（小栗）

当日参加可・見学自由 無料

20日（水） 9:00 12:00
三味線練習
※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
三味線奏の会
☎090-7314-8366（松原）

当日参加可 無料

10:15 11:25 Relax yoga つながるスタジオ
Relax yoga
☎090-4236-1395（わたなべ）

事前募集・当日参加可・
見学自由

1,000円

10:15 11:30
ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus
※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
Sunny Circus　松田友希
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800円

13:00 16:00
フラワーアレンジメント
※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
Le.Violette
☎090-7686-9898（白木）

事前募集・見学自由 3,600円

13:00 16:00
ビジネス支援セミナー
人を呼び込む魅力的な仕掛け
～POP・インテリアデザイン・フライヤー～

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

19:00 21:00
フラワーアレンジメント
※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
Le.Violette
☎090-7686-9898（白木）

事前募集・見学自由 3,600円

21日（木） 10:30 11:30 朝ヨガベーシッククラス おどるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご
持参下さい

体験500円・月謝割有

10:30 11:30 産後ママのバランスボール あつまるスタジオ
キラキラバランスボール
sayu.kirakira.balabo717@gmail.com

事前募集・当日参加可・
見学自由・女性のみ

1,800円

12:00 13:30 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
lunlunsmile8@gmail.com

事前募集・当日参加可・
見学自由

3,500円

13:30 15:30 入会説明会（女性向け） かんがえるスタジオ
（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

15:00 17:00 空き家塾 つながるスタジオ
NPO岐阜空き家・相続共生ネット
☎058-253-5255（名和　泰典）

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

16:00 21:00 空き家塾 おどるスタジオ
NPO岐阜空き家・相続共生ネット
☎058-253-5255（名和　泰典）

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

17:00 20:00 楽笑会　己書　体験会と幸座 かんがえるスタジオ
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

22日（金） 10:00 11:30 絶対に知っておきたい終活7つのポイントとその準備 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

10:30 12:00 確定申告の書き方について学ぼう つながるスタジオ
NPO法人クローバ
npoclovergifu@gmail.com

事前募集 無料

13:00 15:00 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.com

見学自由 無料

13:00 16:00
ビジネス支援セミナー
人を呼び込む魅力的な仕掛け
～POP・インテリアデザイン・フライヤー～

あつまるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

14:00 16:00 withコロナに対応するためのスキルアップ研修 かんがえるスタジオ 市民活動交流センター 事前募集・当日相談 無料

ぎふメディアコスモス自主事業実行委員会
☎058-265-4101

事前申込不要 無料

１ 月 後 半 の イ ベ ン ト

〒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

お問い合わせ先



　

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

23日（土） 13:30 15:00 本de子育てカフェ～児童編～ 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

24日（日） 10:00 11:30
意外と知らない自分のこと！クレヨンアートで描いて
みよー

あつまるスタジオ
エフピーオフィス京や
https://fp-kyoya.com  info@fp-kyoya.com
☎090-2186-9597

事前募集 女性1,000円・男性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 参加費2,000円

①11:00
②14:00
③16:00

①12:30
②15:30
③17:30

プログラミングとイラスト教室
※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
ソフトバンク西鏡島
☎058-255-5030

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

13:00 18:00
津軽三味線　糸音　合同練習
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

あつまるスタジオ
津軽三味線　糸音
☎090-6466-0223（田中）

見学自由
会員は1,000円・見学は無
料

25日（月） 9:00 12:00 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

10:00 11:30 キャラクトロジー心理学入門講座 つながるスタジオ
NPO法人未来育プロジェクト～未来來プロ
ジェクト～
ko8se1mama@gmail.com

事前募集 無料

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

13:00 16:00
ビジネス支援セミナー
人を呼び込む魅力的な仕掛け
～POP・インテリアデザイン・フライヤー～

あつまるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

①14:00
②16:00

①15:00
②17:00

①スマホで翻訳機能を利用しよう
②スマホで音楽を聴こう

かんがえるスタジオ
ドコモショップ岐阜店
☎0120-643-767

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

26日（火）

27日（水） 10:00 11:00 あなたのための「終活」セミナー あつまるスタジオ
よしむら行政書士事務所
☎058-218-2512

事前募集 無料

10:15 11:25 Relax yoga つながるスタジオ
Relax yoga
☎090-4236-1395（わたなべ）

事前募集・当日参加可・
見学自由

1,000円

12:30 14:00 ぎふ産後ケアの日 おどるスタジオ
（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

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

楽譜代・笛レンタル料500
円

18:30 20:00 みんなの図書館　おとなの夜学
2階　シビックプライドラ
イブラリー

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

28日（木） 10:30 11:30 朝ヨガベーシッククラス つながるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご
持参下さい

体験500円・月謝割有

10:30 11:30 ママのためのヨガ おどるスタジオ
ぎふママカレッジ
gifumamacollege@gmail.com

事前募集・見学自由 500円

12:30 13:30
中高年向け　軽体操＆ストレッチ
（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
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

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

29日（金） 10:30 11:30 産後バランスボールクラス 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1,800円～

13:00 15:00 己書心和道場 あつまるスタジオ
己書心和道場
☎080-4309-7250

事前募集・当日参加可・
見学自由

2,200円

19:15 20:45
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

つながるスタジオ
A・Yヨガ
a.u.611005@gmail.com

事前募集 1,500円／1回

30日（土） 10:00 11:00 みんなの知恵を集めるcafe♪市政＆議会報告会 かんがえるスタジオ
岐阜市議会議員　和田　直也
office@wada-naoya.jp

事前募集（ZOOM参加者
も募集）・当日参加可・見
学自由

無料

13:00 14:30
スペシャルトークイベント「人生を切り拓く」
※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
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集(1/8～受付） 無料

13:30 15:00
外国文化理解講座
「中国の青朱白玄～祝祭日の歴史と伝統文化～」

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
500円（賛助会員は200
円）

14:00 16:30 紙の葉っぱのミュージアム あつまるスタジオ
岩越
☎090-9896-6078

事前募集・当日参加可・
見学自由

ラミネートの場合100円～

16:30 17:30 リラックスキャンドルヨガ つながるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご
持参下さい

1,500円

31日（日） 10:00 11:30
子育てセミナー
※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
家庭倫理の会岐阜市
☎090-8670-4096

事前募集・当日参加可・
見学自由

未会員のみ500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 かんがえるスタジオ
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 参加費2,000円

12:00 17:00 発表会リハーサル おどるスタジオ
ユリダンスセンター
☎090-1233-6367

見学自由 無料

火（祝祭日・休
館日除く）

13:00 17:00

木（祝祭日・休
館日除く）

14:00 19:30

第4土曜
①10:00
②13:00

①12:00
②18:00

※２階中央図書館は蔵書点検のため、２月１日（月）～５日（金）　に臨時休館をいたします。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。

※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。

休　　館　　日

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


