
　

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

1～３日

4日（月）
①9:00
②11:00

①9:30
②11:30

箏の演奏
演奏　井上規伊子・今尾圭子　箏グループ
司会　川島三栄子さん

ドキドキテラス 観覧自由

①13:00
②14:00

こま曲芸の披露
協力　塚原清伸さん

ドキドキテラス 観覧自由

13:00 15:00
こま回し体験とこまづくり体験
協力　塚原清伸さん

ドキドキテラス 事前申込不要

5日（火） 15:00 17:00 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L'amour（ラムール）
☎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

6日（水） 9:00 12:00 三味線練習 あつまるスタジオ
三味線奏の会
☎090-7314-8366（松原）

当日参加可 無料

13:00 16:00 フラワーアレンジメント かんがえるスタジオ
Le.Violette
☎090-7686-9898（白木）

事前募集・見学自由 3,600円

13:30 14:30 みさと笛体験 あつまるスタジオ
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

7日（木） 10:00 12:00
バレトン　＆　親子ヨガ
～保育士による手遊び読み聞かせ～

あつまるスタジオ
インストラクターkyon
kyokominatani@gmail.com

事前募集・当日参加可・
見学自由

1,500円

10:30 11:30 朝ヨガベーシッククラス おどるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご
持参ください

体験500円・月謝割有

9:00 16:00 楽笑会　己書　体験会と幸座 つながるスタジオ
楽笑会　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

初体験1,000円・大人2,000
円・小人1,000円・筆ペン
貸し出し販売もあり

8日（金） 13:00 15:00 荒井水墨画サークル あつまるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

13:30 15:30 勝塾＆癒しイベント かんがえるスタジオ
ハート to ハート
miruki.m.keiraku@gmail.com

事前募集・当日参加可 500～3,000円

9日（土） 16:30 17:30 リラックスキャンドルヨガ つながるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご
持参ください

1,500円

13:00 16:00 イングリッシュキッズダンス つながるスタジオ
ユリダンスセンター
☎090-1233-6367

見学自由 無料

14:00 17:00 岐阜総合学園高校演劇部　新春公演 みんなのホール
髙橋　利明
☎090-5457-6841

事前募集・当日参加可 無料

10日（日） 13:00 16:00 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

見学自由 無料

①11:15
②12:00

①11:50
②12:45

①おなか引きしめピラティス
②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本800円・2本1,500円

14:00 16:00 紙の葉っぱのミュージアム かんがえるスタジオ
岩越
☎090-9896-6078

事前募集・当日参加可・
見学自由

ラミネートの場合100円～

16:30 19:00 ひかりのアトリエ おどるスタジオ
Divadlo501
naoko@501furniture.jp

事前募集 無料

11日（月・祝） 9:00 12:00 バイオリン合奏 おどるスタジオ
青山バイオリン教室
☎058-262-6941

見学自由 無料

10:15 12:00頃 知って得する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 無料

12:30 15:00 MICHIKO音楽教室　Music Concert みんなのホール
MICHIKO音楽教室（松井）
☎090-8867-4967

観覧自由 無料

13:10 14:50 太極拳 おどるスタジオ
MIWA・BODY・LABO
kyon0168@gmail.com

事前募集・当日参加可・
見学自由

1,800円

14:00 15:00
スマホ教室「小学生対象　プログラミング講座　体験
編embotを動かしてみよう」　＆　LINE後編

かんがえるスタジオ
ドコモショップ岐阜正木店
☎0120-598-511
☎058-215-5625

事前募集・当日参加可・
見学自由・予約の際は店
舗まで

無料

18:30 20:00 なぜ生きる　勉強会 かんがえるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169

見学自由 無料

12日（火） 10:00 11:50 岐阜市読書サークル協議会　文学講座 みんなのホール
岐阜市読書サークル協議会
☎058-276-6041

事前募集 年額4,000円

10:00 13:00 スターティングセミナー かんがえるスタジオ
NPO法人日本ウーマンプロジェクト
☎090-9192-2100（毛利）

事前募集・当日参加可 3,000円

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスのレッスン 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
http://gifuscdc.main.jp
gifuscdc.info@gmail.com

見学自由 無料

15:00 17:00 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L'amour（ラムール）
☎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

13日（水） 10:15 11:25 Relax yoga つながるスタジオ
Relax yoga
☎090-4236-1395（わたなべ）

事前募集・当日参加可・
見学自由

1,000円

13:30 15:00 ダンボールコンポスト講座 おどるスタジオ
岐阜市低炭素・資源循環課
☎058-214-2179

事前募集 無料

休　　館　　日　　（年始の休館日）

ぎふメディアコスモス自主事業実行委員会
☎058-265-4101

無料

１ 月 前 半 の イ ベ ン ト

〒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

お問い合わせ先



　

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

14日（木） 10:30 11:30 朝ヨガベーシッククラス おどるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご
持参下さい

体験500円・月謝割有

12:30 13:30
中高年向け　軽体操＆ストレッチ
（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認定
バランスボールインストラクター藤田美香
uchimika8739@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日参加可

1,500円

15:15 16:45 チェスのゲームをしよう つながるスタジオ
EBS
☎090-7311-1655（山田）

当日参加可・見学自由 無料

15日（金） 10:00 12:00 子育て勉強会スマイル（親子ふれあい遊び） かんがえるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

10:00 12:00 子育て勉強会スマイル（赤ちゃんマッサージ） あつまるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

10:00 15:00 荒井水墨画サークル つながるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

14:00 16:00 withコロナに対応するためのスキルアップ研修 かんがえるスタジオ 市民活動交流センター 事前募集・当日相談 無料

火（祝祭日・休
館日除く）

13:00 17:00

木（祝祭日・休
館日除く）

14:00 19:30

第4土曜
①10:00
②13:00

①12:00
②18:00

※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。

岐阜市ビジネスチャレンジ支援　経営相談窓口
2階　レファレンスカウン
ター

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料


