
　

１　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（木） 10:00 11:30
家庭教育セミナー「子どもがハードルを越えていくために
～もっと笑顔で子育てできる！」

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

10:00 12:00 KUMONカフェ あつまるスタジオ
公文教育研究会　岐阜事務局
☎058-266-5447

当日参加可 無料

13:00 15:00 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

13:00 15:00 二胡の練習 あつまるスタジオ
二胡Bee
☎090-3254-3913（関谷）

当日参加可・見学自由 無料

15:30 17:00 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

19:00 20:00 S49年度伊奈波中学校卒業者　同窓会打合せ かんがえるスタジオ
仲井　和博
☎058-382-4358
☎090-2615-6895

関係者の事前募集 無料

17日（金） 10:00 11:30 手話勉強会 かんがえるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

事前募集 無料

①10:15
②12:15

①11:30
②13:30

ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus あつまるスタジオ
ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus
松田友希
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800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 15:30 燦餐の会 かんがえるスタジオ
燦餐の会
☎090-7684-2899（野村）

当日参加可 600円

16:30 19:30 １日でわかる！大人のためのHTML5＆CSS3入門 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

19:00 20:30
多くの若者が感じている「つながり孤独」とは？ブッダが明
かす孤独とサヨナラするたった１つの方法

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

19:00 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／h

18日（土） 10:00 11:00 家族みんなでベビーマッサージ あつまるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 500円

10:00 12:00 おとなのためのペーパーリーフアート講座 かんがえるスタジオ
岩越　昌文
☎090-9896-6078

当日参加可 参加費500円

13:00 14:30 フラワーアレンジ　1DAYレッスン あつまるスタジオ
米山
hanatsuzuri@gmail.com

事前募集・見学自由 3,500円

13:00 15:30
吃音への理解と支援推進セミナー　吃音を超えて―自分
らしく働く―

みんなのホール
山田病院
shoni-seminar@wakokai.or.jp

事前募集 無料

14:00 16:00
岐阜市ビジネスチャレンジ支援セミナー　第4弾「”普通の
主婦”が起業で成功を収めるポイント」

かんがえるスタジオ
岐阜市産業雇用課
☎058-214-2358

事前募集 無料

15:00 17:00 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

当日参加可・見学自由 無料

19日（日） 10:00 11:30 Marty's International Kinder 生活発表会 みんなのホール
マーティーズインターナショナルキンダー
☎058-327-9066

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 18:00 津軽三味線　糸音　合同練習 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1,000円・見学無料

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

20日（月） 10:00 11:30 子育てセミナー 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

未会員のみ500円

10:00 12:00 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

見学自由 無料

13:30 14:30 産後バランスボール（体力をつけて免疫力もUP！！） 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～

21日（火） 10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座 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

10:30 11:30 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 初回1,000円

12:00 14:00 フラワーアレンジメント かんがえるスタジオ
フラワーサークルL'amour（ラムール）
☎090-6595-4195

事前募集・見学自由
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

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

18:30 20:00 ドイツ語講座 かんがえるスタジオ
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

22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

10:00 12:00 仏教講演会 かんがえるスタジオ
アーガマ会
阿含宗　岐阜道場
☎058-266-8926

事前募集・当日参加可・見
学自由

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・空席あれば当日
可

3,000円・SNS等へ写真掲載不
可の場合は4,000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

23日（木）
①10:10
②11:00

①10:55
②11:45

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回分チケット4,000
円

10:15 12:30 おさなごはっけんくらぶ　乳幼児と母の生活講習 あつまるスタジオ
岐阜友の会
☎090-9947-4140（服部）

事前募集・当日参加可・見
学自由

300円

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
https://gifumamacollege.jimdofree.com/

事前募集・当日参加可 500円

13:00 14:30 己書幸座 つながるスタジオ
永井
☎080-4309-7250

事前募集・当日参加可・見
学自由

2,000円・初回、子供半額

14:00 16:30 「社内人材の定着と活用のポイント」セミナー かんがえるスタジオ
岐阜信用金庫　成長戦略部　成長戦略サ
ポートデスク
☎058-266-2328（西脇・野村・中嶋）

事前募集 無料

16:30 18:00 エンディングノート作成講座 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

〒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

18:00 21:00 己書　体験会　と　幸座 つながるスタジオ
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

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

25日（土） 13:30 15:00
市立女子短期大学の講座「こわくて光る鬼のお面をつくろ
う！－蓄光絵具をつかった鬼面制作！－」

あつまるスタジオ
市立女子短期大学
☎058-296-3131

事前募集 材料費500円

16:00 18:00 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

当日参加可・見学自由 無料

18:00 21:00 幸福実現党　政策学習会 あつまるスタジオ
幸福実現党　岐阜県本部
☎080-3627-9332（野澤）

当日参加可・見学自由 無料

26日（日） 19:00 20:30 発達障害・こどもの発達課題とアート表現の有効性 かんがえるスタジオ
ラーニングプラス
☎090-5039-8989（加藤）

事前募集・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

27日（月）
①9:45
②10:45

①10:30
②11:30

親子でランランリトミック おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 500円

10:30 11:30 産後バランスボール（産後の運動不足解消！！） 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～

12:45 14:30 プランツ　ギャザリング　を体験しよう あつまるスタジオ
Blessing Ring
https://www.plantsgathering.com
☎090-1747-1325（加藤）

事前募集・当日参加可 7,000円

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

28日（火）

29日（水） 9:00 12:00 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

9:30 12:30 まちの保健室 かんがえるスタジオ
岐阜県看護協会　岐阜南支部
岐阜市民病院看護部　島塚裕美子
☎058-251-1101（内線2100）

当日参加可 無料

10:00 11:20 親子でハッピーベビーマッサージ おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集・当日参加可・見
学自由

材料費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 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・見学自由 3,500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

14:00 15:30
岐阜市人権教育・啓発推進専門委員会　第3回第3専門部
会

あつまるスタジオ
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

関係者 無料

15:00 17:00 うつとキャラクトロジー心理学 つながるスタジオ
うつとキャラクトロジー心理学　岐阜支部
characterogy.gifu@gmail.com

事前募集・当日参加可 1,500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・見学自由 無料

30日（木）
①10:10
②11:00

①10:50
②11:40

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

当日参加可・見学自由 800円

10:30 11:30 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

12:30 13:30 はじめてのスマホ教室 あつまるスタジオ
ドコモショップ岐阜店
☎058-294-4670

事前募集・当日参加可 無料

15:00 18:00 空き家塾と相談会 あつまるスタジオ
NPO岐阜空き家・相続共生ネット
☎058-253-5255（名和泰典）

当日参加可 無料

17:00 18:30 フラワーアレンジ　1DAYレッスン つながるスタジオ
米山
hanatsuzuri@gmail.com

事前募集・見学自由 3,500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）

事前募集 1,000円

31日（金）
①10:10
②11:00

①10:55
②11:45

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回分チケット4,000
円

12:30 13:30 ベビーマッサージ教室　and　足型アート あつまるスタジオ
ベビーマッサージ教室ペペロミ
goto.2525@jade.plala.or.jp

事前募集・当日参加可・見
学自由

700円

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

17:00 18:30 季節を楽しむ1DAYフラワーレッスン あつまるスタジオ
米山
hanatsuzuri@gmail.com

事前募集・見学自由 3,500円

19:00 20:00 みんなの知恵を集めるcafe「SDGsと岐阜市政」 あつまるスタジオ
岐阜市議会議員　和田直也
office@wada-naoya.jp

当日参加可 無料

24日（金）～25日
（土）

10:00
18:00（一部
セミナーを除

く）
ぎふささえあいフェスタ

みんなのホール・みんなの
ギャラリー・各スタジオ・み
んなの広場 カオカオ

（一社）日本福祉用具供給協会　岐阜県ブ
ロック
☎058-377-2986

事前募集・当日参加可 無料

火・木（2日・28日
は除く）

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
（14日・21日はワイワイサーク
ル）

（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 要問合せ

月・水（1日・13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 要問合せ

金（3日は除く） 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 要問合せ

土日祝（1、4、5日
は除く）

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
（28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（16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（4、5日は除
く）

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（4日は除く） 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（5日は除く） 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（5日は除く） 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
（13、15～24日は

お休み）
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（16、23、
28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
21日はあつまるスタジオ

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。
図書館システム入れ替えのため、１月１５日（水）～２６日（日）は、２階図書館は臨時休館します。

休　　館　　日


