
　

１　月　後　半　のイベント一覧
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（水） 10:00 12:20 ハートのサプリ講座『私らしく輝く2019』 かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747（宇野）

事前募集 2,500円

①10:30
②11:00

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

10:30 12:00 美文字＆絵手紙レッスン あつまるスタジオ
瑛泉書の会
☎090-2687-6583（河口）

事前募集・当日参加
可・見学自由

2,300円

13:00 16:00 岐阜仲人交流会 あつまるスタジオ
岐阜仲人交流会
☎090-9890-2096

当日参加可 無料

17:00 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 無料

17日（木） 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.co
m

見学自由 無料

13:30 15:30 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

当日参加可 無料

14:00 15:30 HAIKU　COSMOS（英語俳句の会）
2階　つながる読書の
へや

英語俳句の会
☎058-252-2768（吉村）

当日参加可・見学自
由

無料

18日（金） 9:00 12:00 手話勉強会 おどるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

当日参加可・事前連
絡要

無料

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

13:30 15:30 燦餐の会　食育セミナー かんがえるスタジオ
燦餐の会
☎090-7684-2899（野村）

事前募集 600円

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
可

無料

18:30 19:30 市政報告＆岐阜市の都市計画と未来を考えるカフェ♪ かんがえるスタジオ
岐阜市議会議員　和田　直也
office@wada-naoya.jp

当日参加可・見学自
由

無料

19日（土） 10:00 11:00 キッズタッチ～キッズマッサージ編～ おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747（宇野）

事前募集 1,000円

10:30 15:30 あかちゃん撮影会 あつまるスタジオ
やまきた
☎058-372-3378

事前募集・空席あれ
ば当日参加可

3,000円・SNS等へ写真
掲載NGの場合は4,000
円

①10:30
②11:00

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

13:30 18:00 Gifu WordPress Meetup #6 おどるスタジオ
Gifu WP Meetup
gifuwpmeetup@gmail.com

事前募集・空きあれ
ば当日可

無料

20日（日） 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

10:30 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 サクサメンカ☆サクスフォンとフラメンコ・スペイン音楽コンサート みんなのホール
服部　俊幸
☎058-263-1190

事前募集・当日参加
可

全席自由席2,000円・小
学生以下無料

21日（月） 10:00 11:15 ほっぺのお遊び会 かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747（宇野）

事前募集 1組500円

10:00 12:00 荒井水墨画・デッサン教室 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

10:30 11:30 産後バランスボール あつまるスタジオ
さゆり産後ケア
s3.sangocare@gmail.com

事前募集 参加費1,500円～

22日（火） 10:00 11:50 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

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

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

見学自由 無料

15:00 18:00 フラワーアレンジメント 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
フラワーアレンジメント
3,500円・プリザーブドフ
ラワー4,500円

19:00 20:30 おとなの夜学
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

19:00 21:00 ユキ・ヨガ　レッスン おどるスタジオ
後藤（裕）
☎090-2684-3458

事前募集・当日参加
可

1,000円

23日（水） 10:00 11:30 家庭教育セミナー ひとりっ子の育て方、兄弟・姉妹の育て方 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

500円

17:00 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 無料

24日（木） 9:00 13:00 おさなご発見くらぶ つながるスタジオ
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

10:00 12:00 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 無料

10:00 15:00 美活マルシェ～ダイエットと健康～ おどるスタジオ
メナード化粧品　北野町代行店
☎070-5337-8901

当日参加可 0～1,000円

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

19:15 20:15 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 1,500円

25日（金） 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

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・当日参加
可

1,000円

13:00 15:00 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

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・見学自由 1,000円

26日（土） 10:00 12:00 子供バレエ おどるスタジオ
子供バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

10:30 15:30 新年交流会 かんがえるスタジオ
認知症の人と家族の会
☎090-4233-9600（井川）

関係者 無料

13:00 15:00
生涯学習「長良川大学」単位認証式・講演会「つながって、楽しん
で、恩送り－めざせ！ぎふスーパーシニア」

みんなのホール
岐阜市男女共生・生きがい推進課
☎058-214-4792

事前募集 無料

〒500-8076 岐阜市司町40番地5 
 

9:00～21:00（中央図書館は20:00まで） 
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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 14:30 災害に備える親子減災教室 つながるスタジオ
NPO法人　大和Company
info@yamatoco.org（鈴木）

当日参加可・見学自
由

無料

14:00 16:00 本de子育てカフェ～中高生編～ 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

15:00 17:00 己書にじ道場 つながるスタジオ
己書にじ道場
onoresyo.niji@gmail.com
☎090-7315-6995

事前募集
初回1,000円・2回目以
降2,000円

19:00 20:00 時事問題講座 かんがえるスタジオ
幸福実現党　岐阜県本部
☎058-273-2575（築山）

当日参加可・見学自
由

無料

27日（日）
① 9:10
②10:05

①10:00
②10:50

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

各レッスン1,500円・2つ
レッスン2,500円

10:00 12:00 バイオリン合奏レッスン かんがえるスタジオ
青山バイオリン教室
☎058-262-6941

見学自由 無料

11:15 12:45 HIT　キャラクトロジー®心理学　子育て入門講座 あつまるスタジオ
河野　美帆
rose.bluemoon1109@gmail.com

事前募集 2,000円

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

14:00 16:00 地域よみきかせボランティア育成講座 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

18:00 21:00 仏教ってなに？ あつまるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

28日（月） 10:00 12:00 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus つながるスタジオ
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／回

10:00 12:00 ハーバリウム＆手形アート かんがえるスタジオ
Atelier shoko
tateshou.1219@gmail.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

手形アート500円・ハー
バリウム1,080円～

10:10 11:45 北村サークル（10:10～10:50エアロビクス・11:00～11:45　ZUMBA） おどるスタジオ
北村サークル
☎090-3456-3380

当日参加可
エアロビクスのみ　500
円・ZUMBAのみ700円・
両方参加800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.co
m

見学自由 無料

29日（火）

30日（水） 9:30 12:00 まちの保健室 かんがえるスタジオ
岐阜県看護協会　南支部
kangobu3@gmhosp.gifu.gifu.jp

当日参加可 無料

9:30 17:00 介護技術勉強会 あつまるスタジオ
小森　敏雄
t.komori46527@gmail.com

事前募集 無料

13:30 14:45 ストレス発散！　パワフル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　ミカ
uchimika8739@gmail.com

事前募集・空きあれ
ば当日可

お一人様・当日受付
2,500円

14:00 16:10
岐阜市定着率向上支援セミナー　第4回「採用は『面接』が肝！自
社に合った人材獲得のための面接とは？」

かんがえるスタジオ
岐阜市産業雇用課
☎058-214-2358

事前募集・空きあれ
ば当日可

無料

17:00 19:00 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 無料

31日（木） 9:30 17:00 介護技術勉強会 あつまるスタジオ
小森　敏雄
t.komori46527@gmail.com

事前募集 無料

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

11:00 15:00 ぎふのママのための就活フェア みんなのギャラリー
NPO法人こどもトリニティネット
☎058-213-8180

事前申込優先 無料

13:00 17:00 企業の価値を高めるためのCSR連続講座 おどるスタジオ
ぎふNPO・生涯学習プラザ
☎058-372-8501

事前募集 無料

13:30 15:30
障がいのある人のご家族のための　元気になる’勇気づけ’セミ
ナー

かんがえるスタジオ
岐阜市障がい福祉課
☎058-214-2572（相談係直通）

事前募集 無料

14:00 15:00 ファニーバレンタインアロマワックス　ワークショップ つながるスタジオ
ソレイユ
soleil-sun@yk.commufa.jp
☎090-2779-4168

事前募集・見学自由 2,000円

19:15 20:15 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 1,500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・当日参加
可

1,000円

19日（土）～20
日（日）

9:00
（19日は10:00）

21:00
（20日は16:00）

第3回 かべ新聞コンクール（岐阜新聞主催） かんがえるスタジオ
(株)岐阜新聞社
☎058-264-1154

観覧自由 無料

24日（木）～27
日（日）

9:30（24日は
13:00）

18:00（27日は
16:00）

第22回　写真表現主義　PGS自然派作品展 みんなのギャラリー
しまたに　秀夫
☎090-7029-3629

観覧自由 無料

火・水・木・金 14:00 14:45
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 19:00 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）

第1･2･4･5土日 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

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（休館日は
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
（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（休館日は
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・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
（16、29日、休館

日は除く）
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
（19、20、27日、
休館日は除く）

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。
毎月最終火曜日および年末年始（１２月３１日～１月３日）は休館日です。

休　　館　　日


