
　

７　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

13日（金） 15時00分 16時00分 プレイベント　Hibinoと「みんなの美術部」 ドキドキテラス
ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

観覧自由 無料

14日（土）～29日
（日）

10時00分 19時00分
みんなのアート２０１８～それぞれのらしさ～＆「ありがと
う　みんなでつくろう　長良川」

みんなのギャラリー
ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

参加自由 無料

14日（土） 13時00分 14時00分
岐阜市出身のアーティスト日比野克彦さんによるトーク
ショー

ドキドキテラス
ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

参加自由 無料

14日（土） 14時00分 17時00分 Hibinoと「こよみのよぶね」ワークショップ ドキドキテラス
ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

観覧自由 無料

14日（土）～16日
（月・祝）

10時00分 16時00分 "ありがとう"で「こよみのよぶね」をつくろう！ みんなのギャラリー
ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

参加自由 無料

15日（日） 15時00分 16時30分
益川名誉館長特別講義「ありがとうの心で　夢を追いか
けて」

ドキドキテラス
ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

観覧自由 無料

16日（月）
13時30分

（13時開場）
15時00分

開館３周年記念ありがとうトーク　厚切りジェイソンさん講
演・岐阜市長との対談

みんなのホール
ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

観覧自由 無料

15日（日） 17時30分 20時00分
届け！「ありがとう！！」のメッセージ　メディコスありがと
うマッチFC岐阜パブリックビューイング

ドキドキテラス
ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

観覧自由 無料

15日（日） 13時30分 15時00分 （市民活動団体協賛イベント）メディコスアドベンチャー
１階エスカレーター

西側集合
ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

参加自由 協力金100円

14日（土）～16日
（月・祝）

10時00分
16時00分

（15日は20時）
届け！「ありがとう！！」のメッセージを送ろう エントランスホール

ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

参加自由 無料

24日（火）・26日
（木）

13時30分 14時00分 （長良川関連イベント）杉山秀二鵜匠による鵜飼の紹介 みんなのギャラリー
ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

観覧自由 無料

24日（火）・26日
（木）

14時00分 15時30分 （長良川関連イベント）変身！なりきり鵜匠！？ みんなのギャラリー
ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

参加自由 無料

14日（土） 13時00分 15時00分 イーハトーヴ　ブローチ製作所
２階

児童のグローブ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日自由参加 500円

14時00分 14時30分 宮沢賢治スペシャルおはなし会　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30分 16時00分 賢治読書会Ⅰ～セロひきのゴーシュ～
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

18時00分 20時00分 時空を超えて宮沢賢治を旅する 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

15日（日） 10時00分 12時00分 『雪わたり』灯籠づくりワークショップ
２階

児童のグローブ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 500円

10時00分 11時00分 賢治読書会Ⅱ～虔十公園林～
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

13時30分 15時00分 作家トークショー「絵本と物語を巡って」 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

18時00分 20時00分 賢治読書会Ⅲ～水仙月の四日～
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

16日（月） 10時00分 12時00分 イーハトーヴの箱庭ワークショップ
２階　児童のグロー

ブ
岐阜市立図書館
☎058-262-2924

事前募集 500円

14時00分 16時00分 物語スコーレ かんがえるスタジオ
岐阜市立図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

11日（水） 10時00分 12時40分 大切にしてる！がわかるとワクワク未来が見えてくる おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 3,000円

10時00分 14時00分 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus あつまるスタジオ
Sunny Circus（松田）
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800円

13時30分 14時30分 ママとベビーのワクワクヨガ おどるスタジオ
Angel Ring
☎090-1628-6386(棚橋）

事前募集・空きあれ
ば当日可・見学自由

1,000円

17時00分 19時00分 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
だいだいファミリー
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可・見学自
由

無料

12日（木） 10時00分 12時00分 荒井水墨画サロン かんがえるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

12時30分 13時30分
赤ちゃん連れOK　お子様連れてなくてもOK　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
uchimika8739@gmail.com
☎090-2774-3607（藤田美香）

事前募集・空きあれ
ば当日参加可

1,500円

12時30分 14時00分 ベビーマッサージ教室＆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時30分 15時00分 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・見学は無料

19時00分 20時00分
外国の文化や暮らしを体験するイベント企画運営　第１回
打合せ

ワイワイサークル
岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 無料

13日（金） 10時30分 14時30分 おたがいさま・たすけあいの会　交流会 かんがえるスタジオ
生活協同組合コープぎふ
☎058-370-6873（牛丸）

事前募集 無料

13時00分 15時00分 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.co
m

見学自由 無料

７月1４日（土）～1６日（月・祝）　みんなの森　ぎふメディアコスモス　「みんなの森のフム・ドキ・ワイ」　　開館３周年記念イベント

 

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 

７月１４日（土）～１６日（月・祝） 

みんなの森 ぎふメディアコスモス 

開館３周年！ 



　

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（火） 13時00分 15時00分 スコティシュカントリーダンスの練習 あつまるスタジオ
岐阜スコティシュカントリーダンスクラ
ブ
☎058-262-1656

見学自由 無料

13時30分 15時30分 アロハの風を感じる会　説明会 かんがえるスタジオ
川合　正起
☎090-2340-2203

事前募集・当日参加
可

無料

19時00分 21時00分 ピラティスグループレッスン あつまるスタジオ
ピラティスルームスミカ
☎080-3628-1771（堀江）

当日参加可 1,000円

18日（水） 10時30分 11時20分 親子　de リトミック あつまるスタジオ
アトリエリトミックY
atelier_rythmique_y@yahoo.co.jp
☎090-5876-1723

事前募集・当日参加
可

800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

10時30分 12時30分 ママとベビーの美肌レッスン会 おどるスタジオ

ママの働き方応援隊　東海岐阜学級
おきひろ
bebitacchi@zm.commufa.jp
☎090-2260-9258

事前募集 500円

18時30分 21時00分 仏教ってなに？ あつまるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169

当日参加可 無料

19日（木） 10時15分 12時30分 おさなご発見くらぶ あつまるスタジオ
岐阜友の会
☎090-9947-4140（服部）

見学自由 会員無料・お客様300円

10時30分 12時30分 愛する力を身につける講座 かんがえるスタジオ

ママエイド事業部
☎058-215-9238（こころケア・シャン
ティー）
☎090-1474-6312（佐藤）

事前募集・当日参加
可

500円

13時00分 15時00分 荒井水墨画サロン かんがえるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

14時00分 16時00分 やさしいフラとステップアップフラ おどるスタジオ
MILIMILI HULA STUDIO
☎070-6414-0958

当日参加可・見学自
由

1,000円

19時30分 20時30分 ウォーキング教室 かんがえるスタジオ
わかばスポーツライフ
☎080-5166-8460

事前募集・当日参加
可

1,000円

20日（金） 10時00分 12時00分 手話勉強会 あつまるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

当日参加可・事前連
絡要

無料

13時00分
（12時30分開場）

第２回シネマ・コンサートの会　in みんなの森　ぎふメディ
アコスモス　オペラ映画「椿姫」上映会

みんなのホール
シネマ・コンサートの会
☎090-8194-4804

事前募集・空きあれ
ば当日可

前売2,500円・当日2,800
円

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
体の中からキレイになろう　フラダン
ス
☎090-3887-3700（大熊）

当日参加可 500円

19時00分 21時00分 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

5日（木）～12日
（木）

9時00分
（5日は12時）

21時00分
（12日は15時）

子どもたちに伝える平和のための資料展Ⅰ ドキドキテラス
男女共生・生きがい推進課
☎058-214-4792

観覧自由 無料

月・水 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

火・木 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

金 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

平日
（4、18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
（7、14、15、21、22

日は除く）
14時00分 14時30分 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

14日（土）～30日
（月）

9時00分 20時00分 賢治本カーニバル
２階

展示グローブほか
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

観覧自由 無料

火・水・木・金 14時00分 14時45分
言語くらぶ
（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 19時00分 20時30分 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）

第1･2･4･5土日 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

21（土）、22（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 15時00分 16時00分 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 16時00分 16時45分 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

毎日 10時30分 11時45分 ワイワイサークルに遊びに来て～ 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

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。


