
　

７　月　２１　～　３１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

21日（土） 9時00分 10時00分 子供バレエ おどるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

①9時30分
②11時00分

①10時30分
②12時00分

①カルテット幼児教室　満6ヶ月～・②カルテット幼児教
室　満18ヶ月～

あつまるスタジオ
山川
magokorohibiki@gmail.com

事前募集 2,000円

10時30分 11時30分 ママとベビーのえいごであそぼ！夏祭り おどるスタジオ
マミーズハグ
https://mommys-
hug.amebaownd.com

事前募集 1,200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

13時00分 15時30分 「はじめまして」のおはなし会 みんなのホール
ハッピーハーモニー
☎090-1983-0784（浅井）

当日参加可 無料

13時30分 15時00分 岐阜市立女子短期大学公開講座 あつまるスタジオ
岐阜市立女子短期大学
☎058-296-3131

事前募集 1,500円（材料費含む）

13時30分 18時00分 第１３回　WordBench岐阜 おどるスタジオ
WordBench岐阜
wbgifu@gmail.com

事前募集 500円

14時00分 16時00分
岐阜市ビジネスチャレンジ支援セミナー「会社を面白くす
るアイディアと実践～起業における販路開拓～」

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

16時30分 17時00分 ぬいぐるみのおとまり会（なかよしおはなし会）
２階　親子のグロー
ブ

岐阜市立図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

17時30分 18時30分 GIFU SWOOPS　ボランティア説明会 かんがえるスタジオ
GIFU SWOOPS
http://swoops.jp/

事前募集 無料

18時00分 21時00分 着付け教室 あつまるスタジオ
乾
☎058-263-0345

当日参加可・見学自
由

2,000円

19時30分 20時30分 遺言・信託セミナー かんがえるスタジオ
司法書士　塚原　慧
☎058-247-7013

事前募集・当日参加
可

無料

22日（日） 9時30分 10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

10時00分 11時30分 子供倫理塾「短歌を作ろう」 おどるスタジオ ☎090-6575-3009（中瀬）
事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

11時00分 13時00分 ハーバリウムの体験 あつまるスタジオ
所（TOKORO）
rainbowsky0822@gmail.com

事前募集・当日参加
可

1,000～2,000円（材料費
込）

12時00分 18時30分 ZUMBA®　B1　ブラッシュアップセミナー おどるスタジオ
(株)JWI
☎0120-13-9680

事前募集 8,640円

13時00分 18時00分 jet日響楽器　ミュージックフェスティバル みんなのホール
日響楽器　jet岐阜支部
☎058-232-8931

事前募集 無料

13時30分 15時00分 うたごえひろば 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

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

23日（月） 10時00分 12時00分
韓国の伝統工芸である「メドゥプ（組み紐）」夏休みの作
品にいかがですか？☆初めての方でも出来るキットです
☆

あつまるスタジオ

（一社）韓日友好修交協会
info@kannichi.or.jp
☎080-3682-1989
http://www.kannichi.or.jp

事前募集・当日参加
可・見学自由

500円

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

事前募集 2,800円

19時00分 21時00分 荒井水墨画サロン おどるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

24日（火） 10時00分 11時30分
家庭教育セミナー「お母さんの共感力が子どもの心を強
くする！」

あつまるスタジオ
スコーレ家庭教育振興協会
☎058-231-8892

事前募集
受講料500円・保育料
300円

10時00分 11時50分 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

13時00分 15時00分 ぎふママのための入園講座～幼稚園・保育園説明会～ かんがえるスタジオ
NPO法人こどもトリニティネット
☎090-4218-4740（桐部）

事前募集 100円

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

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

15時30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
ジメント教室

あつまるスタジオ
フラワーサークル　ラムールL'amour
☎090-6595-4195

事前募集
生花3,500円・プリザ
4,500円

19時30分 20時30分 YUKI　ヨガレッスン おどるスタジオ
後藤
☎090-2684-3458

事前募集・当日参加
可

1,000円

25日（水） 9時00分 12時00分 三味線練習 あつまるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366（豊臣）

見学自由 無料

10時00分 15時00分 子ども司書養成講座 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 15時00分 夏のパステル和アート あつまるスタジオ
市民講師女子部ぎふ
☎090-3900-5489（サイトウ）

事前募集・当日参加
可

1,500円

13時30分 16時00分 入会説明会（女性向け） かんがえるスタジオ
（公社）岐阜市シルバー人材セン
ター
☎058-240-1245

事前募集・当日参加
可

無料

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

26日（木） 9時30分 10時30分 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 1,000円

10時00分 12時00分 荒井水墨画サロン 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00分 15時00分 第16回　ぎふママ子育てサロン かんがえるスタジオ
NPO法人こどもトリニティネット
kodomo_trinitynet@yahoo.co.jp
☎090-4218-4740（桐部）

事前募集 1,000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 



　

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

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

27日（金） 10時00分 12時00分
対談＆交流会　”子連れ出勤”を考える～授乳服開発と
その後～

かんがえるスタジオ
(公財）日本女性学習財団　協働事
業係
jawe@nifty.com

事前募集・当日参加
可

無料

10時00分 15時00分 子ども司書養成講座 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 15時00分 荒井水墨画サークル かんがえるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.co
m

見学自由 無料

18時30分 20時30分
６回連続講演　第５回山崎弁栄「人生の帰趣」を読む 講
師　若松　英輔

かんがえるスタジオ
山崎弁栄記念館
www.yamazakibennei-museum.com/
☎058-263-4322

事前募集・当日参加
可

2,000円

28日（土） 10時00分 12時00分 子供バレエ おどるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

11時00分 18時10分 勝手にメディコス　夏まつり　２DAYS
みんなの広場　カオ
カオ

NPO法人コミュニティサポートスクエ
ア
☎090-4792-0628（杉浦）

当日参加可

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00分 19時00分 浴衣無料着付け あつまるスタジオ
（一財）民族衣裳文化普及協会
☎052-265-6646

当日参加可・見学自
由

無料

13時30分 15時45分 まちサポトーク2018夏　まちづくりの資金を集めるヒント かんがえるスタジオ
岐阜市まちづくりサポートセンター
☎058-264-0011（呼出）

参加自由 無料

14時30分 17時00分 平成30年度第1回　生物多様性シンポジウム みんなのホール
岐阜市自然環境課
☎058-214-2151

観覧自由 無料

29日（日） 9時00分 10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・当日参加
可・見学自由

1,000円

13時30分
（13時開場）

16時00分 第２７回　ジュニア邦楽演奏会 みんなのホール
岐阜県邦楽三曲会　事務局
☎058-327-2313

観覧自由 無料

13時30分 15時30分 Book　Book交歓会 ドキドキテラス
岐阜市立図書館
☎058-262-2924

事前募集・参加は自
由

無料

18時00分 20時00分 減災教室ペット編 かんがえるスタジオ
人と動物の共生センター
☎058-214-3442

事前募集・当日参加
可

無料

19時30分 20時30分 親子減災教室 あつまるスタジオ
NPO法人　大和Company
☎090-5874-6430

当日参加可 無料

30日（月） 10時00分 15時00分 子ども司書養成講座 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

10時00分 15時30分 学生ボランティア受け入れ講座 かんがえるスタジオ
NPO法人　ぎふNPOセンター
☎058-275-9739

事前募集 無料

10時10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回チケット
4,000円

12時10分 12時50分 ヨガレッスン（美尻ヨガ） あつまるスタジオ
YOGA shantiA
☎0584-64-6776

事前募集 2,000円

15時30分 16時30分 夏色のハーバリウムワークショップ あつまるスタジオ
ソレイユ
soleil-sun@yk.commufa.jp
☎090-2779-4168

事前募集・空きあれ
ば当日可・見学自由

2,300円

19時00分 20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

当日参加可 1,000円

31日（火）

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）～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

27日（金）～28日
（土）

9時00分 17時00分 平和展２０１８『原爆・平和について学ぶ』 ドキドキテラス
岐阜市職員労働組合連合会
☎058-266-5577

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。

休　　館　　日


