
　

６　月　１１～２０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

11日（火） 10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座　歴史講座 かんがえるスタジオ
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 14:00
～あなたはゆるキャリ？バリキャリ？～ぎふママのための就活
フェア

みんなのギャラリー
こどもトリニティネット
☎058-295-6667

事前募集・当日参
加可・見学自由

無料

15:30 18:00 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
3,600円・プリザーブドフ
ラワー4,600円

17:00 20:00 今を生きる力　～ゴールイメージを強く持つ～ かんがえるスタジオ
岐阜Trigger
☎080-1558-8990（川崎）

事前募集・当日参
加可

1,500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（堀江）

当日参加可 1,000円

12日（水） 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

10:15 11:45 ママのためのお話会 あつまるスタジオ
ぎふママカレッジ
gifumamacollege@gmail.com

事前募集・見学自
由

500円

13:00 14:00 女性の美と健康をつくる！ピラティスグループレッスン おどるスタジオ
ダイヤモンドピラティス
☎090-4118-1369

当日参加可 1,000円

13:00 16:00 フラワーアレンジメント つながるスタジオ
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

13:30 15:00 美文字レッスン あつまるスタジオ
瑛泉書の会
☎090-2687-6583（河口）

事前募集・見学自
由

レッスン料2,300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 無料

13日（木） 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

10:00 17:00 健康講座　骨盤調整付き あつまるスタジオ
日本カイロプラクティック連合会
☎090-8673-5130（古田）

事前募集・当日参
加可・見学自由

1,000円

13:30 14:30 ココカラバランスボール（アクティブシニアクラス） 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

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） 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 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

13:00 14:30 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

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

関係者 無料

15:00 18:00 空き家塾　空き家相談会 あつまるスタジオ
NPO岐阜空き家・相続共生ネット
☎058-253-5255

当日参加可・見学
自由

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

15日（土） 9:30 11:30 CoderDojo岐阜で一緒にプログラミングを楽しみませんか？ かんがえるスタジオ
CoderDojo岐阜
coderdojo-gifu.org

事前募集 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掲載NGの
場合4,000円

12:00 15:00 KOWAKI　フルート教室　第36回定期演奏会 みんなのホール
KOWAKIフルート教室
☎090-2777-0193（幸脇）

観覧自由 無料

13:00 16:30 WordPress Meetup かんがえるスタジオ
Gifu WP Meetup
https://gifuwpmeetup.org

事前募集 無料

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

16日（日） 9:30 12:30 ～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

10:00 12:00 ぎふライブラリークラブ「世界にひらく窓」 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

10:00 12:00 バイオリン合奏レッスン かんがえるスタジオ
青山バイオリン教室
☎058-262-6941

見学自由 無料

13:00 15:00 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

13:00 15:00 発達ワークス岐阜 つながるスタジオ
ワークスぎふ
☎090-8542-3020（代表者）

事前募集・当日参
加可

300円

13:00 15:30 第9回　うのピアノ教室発表会　みんなのよりみちコンサート みんなのホール
うのピアノ教室
http://unozone.info
☎090-9220-0801

観覧自由 無料

13:30 15:00 うたごえひろば「夏のうた」 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

18:30 20:30
—特別講座—ブッダに学ぶ！後悔しない今を生きるための”自分
軸”

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

〒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

17日（月） 10:00 11:15 ジュエルキッズ　お遊び会 かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 1組500円

10:00 12:00 荒井デッサン教室 あつまるスタジオ
荒井水墨画教室
https://araisuibokuga.amebaownd.com

関係者 無料

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

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

18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 かんがえるスタジオ
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

10:15 11:30 ピラティスしましょ？ おどるスタジオ
浅野　友香
yucca_b_hero@yahoo.co.jp
☎090-7864-3759

事前募集・当日可・
見学自由（カーテン
閉めていますがご
自由に）

800円

10:30 11:30 ♪心の中を整理整頓♪　カラーセラピー体験会 つながるスタジオ
色彩サロン☆カナリヤ
☎050-7115-8028

事前募集 1,000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

14:00 15:30 人権学習講座① 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

19:30 20:30 ユキヨガレッスン おどるスタジオ
後藤　裕
☎090-2684-3458

当日参加可 1,000円

19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

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・当日参
加可

無料

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

事前募集 2,800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 14:00 女性の美と健康をつくる！ピラティスグループレッスン おどるスタジオ
ダイヤモンドピラティス
☎090-4118-1369

当日参加可 1,000円

13:00 16:00 フラワーアレンジメント つながるスタジオ
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

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 19:00 NPO法人リスト音楽院楽友会　総会 おどるスタジオ
NPO法人リスト音楽院楽友会
☎090-7683-4804（北村）

関係者 無料

18:30 20:00 ドイツ語講座 つながるスタジオ
岐阜日独協会
☎058-387-4596（青谷）

当日参加可・見学
自由

無料

20日（木） 10:00 11:00 パパも一緒に★ベビーマッサージ おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 1組500円

①10:10
②10:55
③11:50

①10:50
②11:45
③12:45

Let's enjoy リトミック！！ あつまるスタジオ
山本
☎090-5876-1723

事前募集・当日参
加可

800円（親子1組）

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 おどるスタジオ
荒井水墨画教室
https://araisuibokuga.amebaownd.com

関係者 無料

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
☎058-262-2768（吉村）

当日参加可・見学
自由

無料

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（堀江）

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

15（土）～20日
（木）

10:00 19:00 Snap Snap NEW YORK　ニューヨーク　―平田宰晧の世界― みんなのギャラリー
スタジオS.K.Y
☎0575-22-2258

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

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
（19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
（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。


