
　

12月 1　～　11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

1日（土） 10:30 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

13:00 15:00 こどもはなうたコンテスト2018授賞式 おどるスタジオ
こどもはなうた実行委員会
http://www.omoide.main.jp/hanauta/

観覧自由 無料

14:00 16:00
岐阜市ビジネスチャレンジ支援セミナー「売上増加につながるタイム
マネジメント術～会社の労働生産性を高める～」

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

18:00 20:00 みんなの森の天体観望会 みんなの広場　カオカオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料

18:30 20:30 コートジボワール帰国報告会 かんがえるスタジオ
NPO法人ぎふ・コートジボワール
☎090-3309-0560（杉山）

事前募集・当日参
加可

無料

2日（日） 9:00 10:00 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・当日参
加可

1,000円

10:00 12:00 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 無料

10:00 13:00 お仕事コレクション　vol.4 かんがえるスタジオ
リレシプ
☎050-5243-9291（林）

当日参加可・見学
自由

無料

①10:30
②17:15

①16:45
②18:15

①ZUMBA®　B1ブラッシュアップセミナー
②ZUMBA®　PARTY

おどるスタジオ
（株）JWI
☎0120-139-680

事前募集
①8,640円（税込）・②
2,160円（税込）

13:30 15:00
公開講座「ウール素材に、ニードル羊毛をあしらいオリジナルなひざ
掛けをつくりましょう」

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 1,600円（材料費含む）

14:30 17:30 親子の光体験フェスタ かんがえるスタジオ
にじのわ会
angel_felice1126@yahoo.co.jp
☎090-1746-9943

当日参加可・見学
自由

無料

16:00 17:30 公開講座「建築空間と光」 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 1,000円

18:00 21:00 仏教ってなに？ あつまるスタジオ
仏教ってなに？
☎090-4189-8620（西村）

事前募集・当日参
加可・見学自由

無料

3日（月） 10:15 11:30 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus つながるスタジオ
Sunny Circus（松田　友希）
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800円

10:30 11:30 産後バランスボール（育児に必要な体力・筋力をつけよう！） おどるスタジオ
さゆり産後ケア
s3.sangocare@gmail.com

事前募集・見学自
由

参加費1,500～1,800円

16:30 17:30 リフレッシュヨガ おどるスタジオ
YOGA shantiA
☎0584-64-6776

事前募集 2,000円

4日（火） 9:30 10:30 ベビーマッサージ教室 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

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 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 初回1,000円

12:00 14:00 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

見学自由 無料

12:05 12:55 子どものこころのコーチング体験ミニ講座 あつまるスタジオ
マミーズハグ
http://mommyshug.peewee.jp

事前募集・当日参
加可

無料

14:00 15:30 平成30年度　第2回心の輪講座 かんがえるスタジオ
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

当日参加可 無料

15:30 20:00 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　ラムールL'amour
☎090-6595-4195

事前募集
生花3,500円・プリザー
ブドフラワー4,500円

5日（水） 10:00 12:00 スマイルクリスマス会（親育て、子育てサークル） 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 スマイル赤ちゃんマッサージ（親育て、子育てサークル） つながるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

12:00 14:00 美文字＆絵手紙＆写経 あつまるスタジオ
瑛泉書の会
☎090-2687-6583（河口）

当日参加可・見学
自由

受講料2,300円

16:30 18:00 ヒッポファミリークラブ あつまるスタジオ
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

6日（木） 10:00 12:00 ヒッポファミリークラブ つながるスタジオ
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

10:10 11:45 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
http://mommyshug.peewee.jp

事前募集・見学自
由

１回800円・6回チケット
4,000円

13:00 15:00 二胡の練習会 つながるスタジオ
二胡Bee
☎090-3254-3913（関谷）

見学自由 無料

15:30 17:30 BodyTalk　説明会、体験会 つながるスタジオ
釣谷　匡弘
crampass20@gmail.com
☎080-1950-2513

見学自由 無料

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

18:30 20:00 「やさしい日本語」講座（全2回） かんがえるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 無料

7日（金） 10:00 11:30 手話勉強会 あつまるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

事前連絡要 無料

10:00 12:00 ウッドビーズであそぼう　発達・子育て相談も かんがえるスタジオ
NPO法人子育てネットひまわり
☎080-2649-6469

当日参加可・見学
自由

一世帯500円

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
chocolateacocoa@gmail.com
☎090-1782-0213

事前募集・赤ちゃ
ん連れ可

初回1,000円

10:30 11:30 ママヨガ つながるスタジオ
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

 

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

13:30 18:00 心と身体を癒やすファイトケミカルセラピー つながるスタジオ
ファイトケミカル研究会
☎090-2570-0938（後藤）

事前募集・当日参
加可・見学自由

無料

15:00 17:30 建築相談セミナー かんがえるスタジオ
（公社）岐阜県建築士会
☎058-215-9361

事前募集 無料

15:00 18:00 空き家セミナー　空き家相談会 あつまるスタジオ
NPO法人岐阜空き家・相続共生ネット
☎058-253-5255

事前募集・当日参
加

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

8日（土）
①09:05
②10:10

①10:00
②10:45

ヨガレッスン つながるスタジオ
リフレッシュ＆リチャージ
☎090-5638-5268

事前募集 無料

14:00 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

13:30 14:40 誰でもヨガの会 つながるスタジオ
誰でもヨガの会
☎090-1289-5133（田中）

事前募集・見学自
由

1,500円

18:00 19:15 並木道読書会 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

9日（日） 10:30 12:30 愛する力を身につける講座 つながるスタジオ
ママエイド事業部
☎058-215-9238
☎090-1474-6312

当日参加可 500円

13:30 15:30 BodyTalk　説明会、体験会 つながるスタジオ
釣谷　匡弘
crampass20@gmail.com
☎080-1950-2513

見学自由 無料

13:30 16:00
～日本で暮らすための～中学卒業後の進路ガイダンス＆巻き寿司
づくり

かんがえるスタジオ
(公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 無料

10日（月） 10:30 11:00 お子さんといっしょに読み聞かせを楽しみましょう！！ かんがえるスタジオ
岐阜県退職女性校長会
☎058-398-8029

当日参加可・見学
自由

無料

10:30 11:30 産後バランスボール（育児に必要な体力・筋力をつけよう！） つながるスタジオ
さゆり産後ケア
s3.sangocare@gmail.com

事前募集・見学自
由

参加費1,500～1,800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）

事前募集・当日参
加可

600円

14:00 15:30 楽筆教室 つながるスタジオ
金田　勉
kanada@fudemoji.jp

事前募集・見学自
由

1,500円

19:00 21:00 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.com

見学自由 無料

11日（火） 10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座 みんなのホール
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

10:00 11:30 家計簿のつけ方講習会 おどるスタジオ
岐阜友の会
http://gifutomo.iinaa.net

当日参加可 無料

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

14:00 15:30 平成30年度　第3回心の輪講座 かんがえるスタジオ
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

当日参加可 無料

15:30 20:00 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　ラムールL'amour
☎090-6595-4195

事前募集
生花3,500円・プリザー
ブドフラワー4,500円

16:30 17:30 リフレッシュヨガ おどるスタジオ
YOGA shantiA
☎0584-64-6776

事前募集 2,000円

1日（土）～
2日（日）

1日　19:00
2日 ①11:00
　　　②15:30

岐阜ろう劇団いぶき「あきらめない人々　チェーホフ短編集」 みんなのホール 岐阜市文化芸術課
前売り・当日券あ
り

一般前売2,000円等

4日（火）～9日
（日）

9:30
18:00（9日は

16:30）
岐阜県立岐阜工業高等学校　デザイン工学科　第20回卒業制作展 みんなのギャラリー

岐阜県立岐阜工業高等学校　デザイン
工学科
☎058-387-4141

観覧自由 無料

5日（水）～6日
（木）

①10:00
②11:00
③13:00

①10:30
②11:30
③13:30

クリスマス★スペシャルおはなし会　０～３歳向け おどるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日先着受付（各
回15分前から入場
整理券配布）

無料

8日（土）～9日
（日）

8日14:00
9日10:00

8日16:00
9日15:00

まちライブラリアン養成講座 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

8日（土）～9日
（日）

8日①15:00
　　②19:00
9日　13:30

第31回岐阜市民芸術祭演劇の部　ぎふ演劇シーズン2018 劇団ラッ
キー・キャッツVOL.42「ファッション」

みんなのホール
劇団ラッキー・キャッツ
☎050-5436-0841（制作代表）

全自由席・日時指
定

一般前売1,800円等

11日（火）～24
日（月・振）

9:00 20:00 ぎふライブラリークラブイベント「クリスマスのおくりもの」 2階　図書館
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料

第3土日 13:15 13:45 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 15:00 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 15:00 16:00 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 16:00 16:45 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

火・木 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
（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

月・水 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・当日参
加可

要問合せ

金 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・当日参
加可

要問合せ

平日
（5日、6は除く）

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

土日祝
（1日、8日は除

く）
14:00 14:30 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

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（祝日と重なる場合は翌日）および年末年始（１２月３１日～１月３日）は休館日です。

１１月２３日（金・祝）～来年１月２７日（日）　テニテオイルミナード２０１８　ヒカル、アソブ、メディコス。　【点灯時間１７：００～２２：００】


