
　

２　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（火・祝） 9:30 11:30 おみせやさんごっこ　「はたらくってなーに？」 あつまるスタジオ
キッズマネースクール若鮎校
☎090-2924-2400

事前募集 200円材料費

10:30 12:00 認知症疾患医療センター市民講座 かんがえるスタジオ
認知症疾患医療センター　岐阜病院
☎058-247-2118

事前募集 無料

13:00 15:00 地域よみきかせボランティア育成講座 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

①13:00
②16:00

①15:00
②18:00

折花講習会　＆　折花ワークショップ（一枚の紙からつくる花で
香りを楽しみましょう）

あつまるスタジオ
折花初級インストラクター　南園
lacle.kie@gmail.com

講習会は事前募集（申
込期限2/1（土））・ワー
クショップは当日参加可

講習会は1講座5,200
円・ワークショップは500
円

14:00 16:30 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

当日参加可 参加費500円

12日（水） 10:30 11:30 ママカレcafe あつまるスタジオ
ぎふママカレッジ
https://gifumamacollege.jimdofree.com/

事前募集・当日参加可 500円

10:30 11:30 産後バランスボール（お子様づれで運動不足解消） 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～

13:00 16:00 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・当日参加可 3,500円

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・見学自由 無料

13日（木）
①10:10
②11:00

①10:55
②11:45

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

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

当日参加可・見学自由 3,300円

13:00 16:00 己書　体験会と幸座 あつまるスタジオ
己書　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

体験1,000円・大人2,000
円小1,000円・筆ペン貸
出し、販売もあり

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

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

14日（金） 13:00 15:00 荒井水墨画サークル おどるスタジオ
荒井水墨画教室
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由・関係者は当
日参加可

無料

15日（土） 10:00 11:50 ベンジャミン　クレーム講演会録画上映会 かんがえるスタジオ
シェア・インターナショナル　ネットワーク中
部
☎090-5611-4702

事前募集・当日参加可 無料

13:00 15:00 キッズマネースクール かんがえるスタジオ
（株）岐阜新聞社　営業局
☎058-264-1158

事前募集 無料

13:30 15:30 定例会（精神障害者　家族会） おどるスタジオ
岐阜市あけぼの会
☎058-247-6004　会長宅

当日参加可 無料

13:40 15:20 こころのふれあいサロン あつまるスタジオ
Polaris（ポラリス）
☎058-253-1388

見学自由 無料

14:00 16:00
岐阜市ビジネスチャレンジ支援講演会「新しい組織の作り方～
幸福度と生産性を両立させるために～」

みんなのホール
岐阜市産業雇用課
☎058-214-2358

事前募集 無料

16日（日） 10:00 11:30 子供倫理塾 あつまるスタジオ
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

無料

10:00 12:00
メディアコスモス新春美術館2020　ワークショップ「猫のモビール
をつくろう！」

かんがえるスタジオ
メディアコスモス新春美術館実行委員会
（岐阜市文化芸術課内）
☎058-214-4973

事前募集 無料・小学生以上

13:30 15:00 うた声ひろば あつまるスタジオ
NPO Lifeあんしんねっト
☎090-4858-0740（クワバラ）

当日参加可 無料

13:30 15:30 岐阜朝鮮初中級学校　「歌と踊りの発表会」 みんなのホール
岐阜朝鮮初中級学校
☎058-279-1654

観覧自由 無料

14:30
木育のおはなし会（冬）
※にゃんこカート にゃん吉のおはなし会

2階図書館　親子のグ
ローブ

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日参加可 無料

15:00 17:00 高齢者の健康体操 かんがえるスタジオ
ハッピーブレインクラブ岐阜
☎090-7862-1544（小石）

当日参加可・見学自由 500円資料代

15:00 17:00 きよまるcafe おどるスタジオ
岡本
kiyoko1207@ccn.aitai.ne.jp

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

16:30 19:30 １日でわかる！大人のためのWordpress入門（ブログ編） 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
http://ichiwaka.internetsystem.co.jp
☎058-338-0587

事前募集・当日参加可 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）

当日参加可・見学自由 無料

19:30 20:30 サルセーション　レッスン おどるスタジオ
朝倉
☎090-6368-8773

当日参加可・見学自由 700円

17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・関係者は当
日参加可

無料

10:30 15:30 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・空きあれば
当日可

3,000円・SNS等掲載不
可の場合4,000円

13:30 14:30 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
☎090-4087-6929

事前募集 初回1,000円

13:40 15:00 親子でハッピーベビーマッサージ かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集・当日参加可・
見学自由

500円

18日（火） 10:00 11:30 家庭教育講座「子どもの自己肯定感を育てよう！」 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 500円・初回無料

10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座　歴史講座 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

13:00 14:50 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

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

15:00 18:00 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
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

18:00 20:00 ドイツ語講座 あつまるスタジオ
岐阜日独協会
☎058-387-4596

当日参加可・見学自由 無料

19:30 20:30 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 1,000円

19日（水） 9:00 12:00 三味線練習 おどるスタジオ
三味線　奏の会
☎058-387-0683

事前募集・当日参加可・
見学自由

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

10:00 12:20
仕事復帰応援セミナー「会社が欲しがる私づくり　人生の扉を開
く鍵」

あつまるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 2,000円

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 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・当日参加可 3,500円

13:30 14:30 みさと笛　体験 おどるスタジオ
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

13:30 15:00 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

13:30 16:30
自動車運送事業における人材確保セミナー～人材定着ができる
会社はここが違う！～

みんなのホール
岐阜運輸支局
☎058-279-3714

観覧自由 無料

17:30 19:00 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）

見学自由 無料

18:30 20:30 映画「なぜ生きる―蓮如上人と吉崎炎上―」 かんがえるスタジオ
（株）チューリップ企画
☎0120-901-267

当日参加可 無料

19:00 20:30 大人の夜学
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

20日（木） 9:30 11:00 ライフオーガナイズ　片づけ講座 かんがえるスタジオ
伊藤
c.hchiha37@gmail.com

事前募集・当日参加可 1,500円

10:30 11:30 産後バランスボール（お子様づれで運動不足解消） 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～

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・関係者は当
日参加可

無料

13:30 14:30 骨盤ボディメイクレッスン おどるスタジオ
インストラクターaco
hb_base_aco@yahoo.com
☎090-1782-0213

事前募集・見学自由 初回1,000円

14:00 15:30 岐阜市人権教育・啓発推進専門委員会　第3回全体会 かんがえるスタジオ
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

関係者 無料

14:00 15:30 HAIKU　COSMOS(英語俳句の研究）
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

15:00 18:00 空き家塾　ミニセミナーと個別相談会
おどるスタジオ・あつ
まるスタジオ

NPO法人岐阜空き家相続共生ネット
☎058-253-5255

事前募集・当日参加可 無料

18:00 20:00 己書　体験会と幸座 かんがえるスタジオ
己書　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

体験1,000円・大人2,000
円小1,000円・筆ペン貸
出し、販売もあり

8日（土）～24日
（月・振）

10:00
17:00（入場は

16:30まで）
メディアコスモス新春美術館2020

みんなのギャラリー・
つながるスタジオ

メディアコスモス新春美術館実行委員会
（岐阜市文化芸術課内）
☎058-214-4973

観覧自由 無料

9日（日）～14日
（金）

9:00
21:00（14日は

13:00）
「令和元年度岐阜市景観賞」の受賞物件の展示
※表彰式２月１０日（月）

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

16日（日）～22日
（土）

9:00
21:00（22日は

17:00）
NPO活動パネル展 ドキドキテラス

市民活動支援センター
☎058-264-0011

観覧自由 無料

4日（火）、6日
（木）、12日（水）、

13日（木）
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 要問合せ

3日（月）、5日
（水）、10日（月）

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 要問合せ

土日祝 10:30 11:45 モーニングイベント「中国結び＆春節剪紙（切り絵）」 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

日 10:00 12:00 外国人のための日本語くらぶ 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・金（5、
11、19、26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

火・木（25日は除
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　リファレンスカウ
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。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。


