
　

２　月　後　半　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

16日（金） 9時00分 12時00分 手話勉強会 おどるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

見学自由 無料

10時00分 11時30分 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（今井）

事前募集・当日参加
可

受講料500円・保育
料300円

14時00分 15時50分
第10回　みんなの図書館シアター
～DVD上映会～「NHK特集ドラマ　ラジオ」

みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要・当日
13時から整理券配布

無料

19時30分 20時30分 ヨガレッスン あつまるスタジオ
リフレッシュ＆リチャージ
☎090-5638-5268

事前募集・当日参加
可

1,000円

17日（土） 9時00分 12時00分 カルテット幼児教室（わらべうた、えほん、おもちゃ） あつまるスタジオ
magokorohibiki@gmail.com
☎090-4441-9320（山川）

事前募集 親子2,000円

①10時30分
②11時00分

わらべうたおはなし会（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

10時00分 11時00分 おはなしを聞く会 おどるスタジオ
☎058-324-2392
☎090-6767-4136（早崎）

事前募集・当日参加
可

無料

13時00分 14時30分
生活デザイン＆ファッション講座「中国の土建築の
今」

おどるスタジオ
岐阜市立図書館　分館
☎058-268-1061

当日先着順 無料

13時00分 16時00分 シングルマザーによるシンママのための講演会 かんがえるスタジオ

NPO法人仕事工房ポポロ　シンママ
の会
☎058-337-0701
☎090-7030-1178（いわた）

事前募集・当日参加
可

無料

13時30分 15時00分 ダンボールコンポスト講座 ドキドキテラス
循環型社会推進課
☎058-214-2178

事前募集・空きあれば
当日参加可・見学自
由

無料

14時00分 16時00分
岐阜市ビジネスチャレンジ支援講演会「食を通じて
人を幸せにする～モスバーガーの理念経営～」

みんなのホール
岐阜市産業雇用課
☎058-214-2358

事前募集 無料

18日（日） 9時30分 10時45分 ジャイロ＆ヨガ あつまるスタジオ
ジャイロ＆ヨガ
gracia24@ezweb.ne.jp

事前募集・当日参加
可

1,000円

10時30分 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

11時30分 12時30分 キュートなハートのハーバリウムを作ろう あつまるスタジオ
ソレイユ
soleil-sun@yk.commufa.jp
☎090-2779-4168

見学自由 2,000円

12時00分 13時00分 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

事前募集 1,000円

13時00分 15時00分 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時30分 15時00分 法律・福祉の生活セミナー 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

14時00分 16時00分 日中春燗交流会２０１８ ドキドキテラス
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 無料

16時30分 18時30分 ゴスペルレッスン かんがえるスタジオ
Praise of Ozaki
☎058-383-6489

当日参加可・見学自
由

1,250円・見学は無
料

19日（月） 10時00分 12時00分
ピヨピヨクラブ（０才～子育て中の親子の会・ベビー
マッサージ） アンパンマンと遊ぼう

あつまるスタジオ
ピヨピヨクラブ
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集・見学自由 無料

10時00分 12時00分 ピヨピヨクラブ（０才～子育て中の親子の会） かんがえるスタジオ
ピヨピヨクラブ
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集・見学自由 無料

10時10分 11時45分
北村サークル（10:10～10:50エアロビクス・11:00～
11:45　ZUMBA）

おどるスタジオ
北村サークル
☎090-3456-3380

当日参加可

エアロビクスのみ
500円・ZUMBAの
み700円・両方参加
800円

19時15分 20時45分 体幹ストレッチ おどるスタジオ
FOROURS
☎090-7313-3727

事前募集 無料

20日（火） 10時00分 11時50分 平成29年度文学講座　古典文学講座 かんがえるスタジオ
岐阜市読書サークル協議会
☎058-247-9362

事前募集 年額4,000円

15時00分 18時00分
フラワーサークル　L'amour（ラムール）・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）
lei4026@icloud.com
☎090-6595-4195

事前募集 3,500円

18時30分 20時40分 倫理経営講演会 かんがえるスタジオ
多和田
☎090-9197-2453

当日参加可 2,000円

21日（水） 10時00分 11時30分 美文字＆絵手紙レッスン あつまるスタジオ
瑛泉書の会
☎090-2687-6583（河口）

事前募集・当日参加
可・見学自由

2,300円

①10時30分
②11時00分

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

12時30分 13時30分 暮らすように楽しむハワイ時間 おどるスタジオ
アロハの風を感じる会
☎090-2340-2203

事前募集 500円ドリンク代

22日（木） 10時00分 15時00分 ベビー撮影会 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
当日参加可

3,000円・SNS等写
真掲載不可の場合
4,000円

10時30分 11時40分 ママヨガ おどるスタジオ
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

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

当日参加可・見学自
由

無料

18時15分 20時45分 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・見学と体
験は無料

23日（金） 9時00分 10時00分 ウォーキングレッスン おどるスタジオ
岩田
etoilebeatygrace878@gmail.com

事前募集・当日参加
可

3,000円

 

住所       〒500-8076 岐阜市司町40番地5 
 

開館時間    9時00分～21時00分（中央図書館は20時00分まで） 
 

休館日      毎月最終火曜日 及び 年末年始（12/31～1/3） 
 

お問い合せ先   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 

★「佐藤慶次郎作品展示 これは不思議（ふしぎ）だ！ 」 

 35年ぶりの展示となる「フィンガーバード」、金属端子に触れることで 

 電子音を発生させる「エレクトリックラーガ」、 磁気による作品「回転 

 シーソー」などを展示。 
 

 【日時】 平成30年3月13日（火）～30日（金）（27日（火）を除く） 

       10時～19時（30日（金）は17時分まで） 

 【場所】 １階 エントランス 作品「オテダマ」 

★記念トークイベント「谷川俊太郎さんと佐藤慶次郎さんの不思議？」 
 詩人・絵本作家・幅広く作品を発表し続ける谷川俊太郎さんのお話や、 

 詩の朗読、谷川さんへの質問コーナーなど。 
 

 【日時】 平成30年3月18日（日） 14時～（90分程度） 

 【場所】 ドキドキテラス 

 ※イス100席は、13時開場・先着順、その他立見観覧自由 

【ぎふメディアコスモス自主事業イベント告知】 
不思議な世界が体験できる造形芸術家・佐藤慶次郎さんの作品展示と、親交のあった詩人・谷川俊太郎さんのトークイベントを開催！ 



　
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時00分 11時45分 ほっぺのお遊び会 かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集
お遊び会500円・ベ
ビーマッサージ
1,000円

10時00分 12時00分 姿勢と歩き方で全身シェイプアップ おどるスタジオ
ポスチュアウォーキング
yamada@posturewalking.jp
☎090-6468-1416（山田）

事前募集・当日参加
可・見学自由

3,500円

10時15分 11時45分 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
https://mommys-
hug.amebaownd.com

事前募集・見学自由
１回800円・6回分
回数券4,000円

13時00分 15時00分 荒井水墨画サークル　第２ あつまるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

13時30分 14時30分 体の中から　キレイになろう　フラダンス おどるスタジオ
大熊
☎090-3887-3700

当日参加可 500円

13時30分 16時00分 住みよい街づくりのための空き家対策セミナー みんなのホール
岐阜県住宅課
☎058-272-8693（丸山）

事前募集 無料

14時00分 15時30分 高齢者等いきいき生活支援「市民講座」 かんがえるスタジオ
NPO市民後見センターぎふ
☎090-4407-8376

事前募集 無料

18時30分 20時00分 笑い文字　ありがとう講座 あつまるスタジオ
笑い文字普及協会
☎090-2779-1698（國江）

事前募集・当日参加
可

3,240円

24日（土） 9時45分 15時00分 市民活動支援事業報告会 ドキドキテラス
市民活動交流センター
☎058-264-0011

事前申込不要 無料

10時00分 12時00分 親子バレエ おどるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

12時30分 15時30分 自分史講座 おどるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

13時00分 14時00分
創業を考えている方のための岐阜市ビジネスチャレ
ンジ・ミニセミナー「決算書の見方の基礎」

つながるスタジオ
岐阜県よろず支援拠点
☎058-277-1088

事前募集・当日参加
可

無料

13時00分 クロマチックハーモニカ　２０１８春待ちコンサート みんなのホール
クロマチカぎふ
☎090-4864-0879（野村）

事前募集 500円（前売）

18時00分 20時45分 着付けサークル あつまるスタジオ
着付けサークル
☎058-263-0345

当日参加可・見学自
由

2,000円

25日（日） 12時30分 15時30分
RDD（世界希少・難治性疾患の日）2018 in 岐阜「『難
病カルテ』著者　新聞記者　蒔田さんを招いて」

かんがえるスタジオ
（特非）岐阜県難病団体連絡協議会
gifunanbyo.kng@gifu.email.ne.jp
☎FAX　058-273-3310

当日参加可 無料

13時30分 15時30分 横井久美子「歌って愛して岐阜を元気に」コンサート みんなのホール
NPO法人なじみのふるさと
kogimakeiko@docomo.ne.jp
☎090-3251-0209（小島）

事前募集・当日参加
可

全自由席・当日券
2,000円・前売券
1,500円

14時00分 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

14時00分 16時30分 てにておラジオ公開収録
南口正面階段西側のス
ペース

てにておラジオ
teniteo.radio@gmail.com

観覧自由 無料

19時00分 21時00分 荒井水墨画教室 つながるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.co
m

見学自由 無料

26日（月） 10時00分 17時00分 笑い文字　ベイシック講座 あつまるスタジオ
笑い文字普及協会
☎090-2779-1698（國江）

事前募集・当日参加
可

25,000円

10時10分 11時45分
北村サークル（10:10～10:50エアロビクス・11:00～
11:45　ZUMBA）

おどるスタジオ
北村サークル
☎090-3456-3380

当日参加可

エアロビクスのみ
500円・ZUMBAの
み700円・両方参加
800円

19時00分 20時30分 おとなの夜学 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

27日（火）

28日（水） 10時00分 14時30分
ワタシゴトフェア２０１８　in みんなの森　ぎふメディア
コスモス

NPO法人クローバ！
☎080-4547-7792

詳しくはチラシをご覧く
ださい

入場無料

18時00分 20時30分 山女子クラブ　岐阜校　登山勉強会 つながるスタジオ
山女子クラブ岐阜校
☎090-8734-2308（山本邦雄）

事前募集・当日参加
可

1,000円

16日(金)～19日(月) 9時30分
16時30分

（13日と19日は12
時まで）

第70回岐阜市展「少年部」 小学校の部 みんなのギャラリー
学校指導課
☎058-214-2193

観覧自由 無料

～16日（金） 9時00分
21時00分

（16日は15時）
「平成29年度岐阜市景観賞」の受賞物件の展示 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

20日（火）～26日
（月）

9時00分
21時00分

（26日は13時ま
で）

NPOパネル展 ドキドキテラス
市民活動交流センター
☎058-264-0011

観覧自由 無料

21日（水）～23日
（金）

9時30分
17時00分

（23日は14時）
第58回　岐阜地区　ふれあい教育展

みんなのホール・みんな
のギャラリー

学校指導課
☎058-214-2193

観覧自由 無料

24日（土）～25日
（日）

9時00分
（24日は11時）

21時00分
（25日は16時）

RDD（世界希少・難治性疾患の日）2018 in 岐阜「難
病ふれあいギャラリー」

みんなのギャラリー
（特非）岐阜県難病団体連絡協議会
gifunanbyo.kng@gifu.email.ne.jp
☎FAX　058-273-3310

観覧自由 無料

平日
（21日は除く）

10時30分 10時50分 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

土日祝
（3、10、17、18、25

日は除く）
14時00分 14時30分 わんこカート きららのおはなし会 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

火・水・木・金 14時00分 14時45分
言語かふぇ
（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1･2･4･5土日
（4日は除く）

14時00分 14時30分 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

第3土日 14時00分 14時30分 HELLO! ENGLISH　"BIG KIDS" 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時00分 15時45分 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
（4日は除く）

15時00分 15時45分 外国人のための日本語かふぇ 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

毎日 10時30分 11時45分 春節（中国）イベント 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・水
(12,21,26,28日は除

く）
18時30分 20時30分 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

火・木
(27日は除く）

18時30分 20時30分 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

金
(23日は除く）

18時30分 20時30分 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

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。

休　　館　　日


