
　

１１　月　１９　～　３０　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

16:40 17:30 ★点灯式
みんなの広場　カオカ

オ
観覧自由

10:00 16:00 ★「メディコスDEスポーツ」～アソんで、サンタを完成～
エントランスホール・み

んなのギャラリー前

10:00 16:00 ★メディコスDEトリックアート みんなのギャラリー

10:00 16:00 ★ダンボール迷路を脱出せよ！ みんなのギャラリー

10:00 15:00 ★ミニSL乗車体験
みんなの広場　カオカ

オ

11:00 14:00 ★折り紙DEクリスマスかざりをつくろう ワイワイテラス

11:00 11:40 ★大道芸人「ソウ」ステージLIVE ドキドキテラス

15:20 16:00 ★ピアノパフォーマー「ウーーノ」ステージLIVE ドキドキテラス

13:30 16:00
★岐阜市国際交流ボランティア企画イベント「世界の文化
で遊びましょう！！」

ワイワイサークル （公財）岐阜市国際交流協会 参加自由

19日（月） 10:00 12:00 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

①10:15
②12:30

①11:30
②13:45

ベビーサイン＆クラフト教室　Sunny Circus あつまるスタジオ
Sunny Circus
sunnycircus.1.2.3@gmail.com
松田　友希

事前募集 2,800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 1,000円

20日（火） 10:00 11:30 家庭教育セミナー　親が手をかけるところ　見守るところ おどるスタジオ （公社）スコーレ家庭教育振興協会
事前募集・当日参加
可

受講料500円

10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座 古典文学講座 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 12:00
ハートのサプリ講座＊キャリアデザインセミナー　幸せスイッチを手に
入れる方法

あつまるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 2,000円

10:00 15:00 税理士による成年後見・相続税に関する無料相談会 かんがえるスタジオ
名古屋税理士会　成年後見支援センター
☎052-752-7711

事前募集 無料

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスの練習 つながるスタジオ
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

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

16:30 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
4,500円

19:00 20:30 語り部教室 かんがえるスタジオ
語り部教室
☎090-8189-5723

事前募集 無料

19:30 20:30 ユキヨガレッスン おどるスタジオ
後藤
☎090-2684-3458

事前募集・当日参加
可

1,000円

21日（水） 10:00 11:20 ベビーマッサージ あつまるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円

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
sunnycircus.1.2.3@gmail.com
松田　友希

事前募集 2,800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

13:30 14:30 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
☎090-1782-0213

事前募集 1,000円

13:30 14:30 シャインカービング体験会 つながるスタジオ
タレイアショップ
6kids.a@gmail.com
☎090-2342-5841

当日参加可
2,000円（シート代・
道具レンタル代）

14:00 16:10
岐阜市定着率向上支援セミナー第3回「社員のモチベーション向上！
『生産性』を高める経営の実践」

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 18:30 「7ヵ国語で話そう。」講座 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

18:30 20:00 講演会　私とドイツ かんがえるスタジオ
岐阜日独協会
☎058-387-4596

事前募集・当日参加
可

無料

22日（木）
①10:00
②11:15

①10:45
②12:00

ベビーパーク　親子イベント おどるスタジオ
ベビーパーク
☎0120-415-181

事前募集 無料

10:10 11:45 ママとベビーのえいごであそぼ！ つながるスタジオ
マミーズハグ
http://mommyshug.peewee.jp

事前募集
１回800円・6回チ
ケット4,000円

13:30 15:00 長良川大学講座 みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

13:30 16:00 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 16:00 MILIMILI HURA STUDIO フラダンスレッスン おどるスタジオ
MILIMILI HURA STUDIO
☎090-9900-7293（稲葉麻紀）

当日参加可・見学自
由

体験1,000円

15:00 16:30 真っ赤なリンゴのクリスマスリース1DAY講座 つながるスタジオ
アトリエ　ソレイユ
soleil-sun@yk.commufa.jp
☎090-2779-4168

事前募集・見学自由 3,000円

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

当日参加可・見学自
由

無料

23日（金） 13:30 16:00 世界の文化で遊びましょう！！ ワイワイサークル （公財）岐阜市国際交流協会
事前申込不要・時間
内出入自由

無料

24日（土） 10:00 12:00 こどもの工作 あつまるスタジオ
アトリエI/O
☎080-5105-3886

事前募集 無料

12:30 15:30 第４回シニアワークフェア
みんなのギャラリー・ドキド
キテラス・みんなの広場 カ
オカオ

（公社）シルバー人材センター
☎058-240-1245

観覧・参加自由 無料・販売あり

13:00 16:30 第2回生物多様性シンポジウム かんがえるスタジオ
岐阜市自然環境課
☎058-214-2151

申込不要 無料

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。

ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

無料

参加自由

観覧自由

23日（金・祝）

〒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） 
 

毎月最終火曜日 及び 年末年始（12/31～1/3） 
 

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 
 



　

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

13:00 17:00 Gifu WordPress Meetup #4 あつまるスタジオ
Gifu WP Meetup
gifuwpmeetup@gmail.com

事前募集・空きあれ
ば当日可・見学自由

無料

13:30
（開場13:00）

16:00 犯罪被害者支援講演会２０１８ みんなのホール
（公社）ぎふ犯罪被害者支援センター事
務局
☎058-275-3933

事前募集 無料

①13:30
②15:30

①15:00
②17:00

婚活イベント つながるスタジオ
はなしま専科
☎080-3774-6351

当日参加可 男4,500円・女400円

25日（日） 9:00 11:00 イングリッシュキッズダンス かんがえるスタジオ
ユリダンスセンター
☎090-1233-6367

当日参加可・見学自
由

無料

12:00 18:00 ワンコイン骨盤矯正体験会 つながるスタジオ
カイロオフィスかわしま
☎090-7674-4541

事前募集・当日参加
可・見学自由

500円

12:30 16:30 介護予防に繋がるフットヘルパー講演会 かんがえるスタジオ

（一社）フットヘルパー協会認定岐阜校
ドイツ式フットケアサロン椿
https://foot-tsubaki.jimdo.com
asi@foot-tsubaki.com

事前募集・当日参加
可

入場料1,000円

13:30 16:30
コロムビア・ファッション・カレッジ2018学生デザイン制作発表会
及び「ブラジル移住を学ぶ」

ドキドキテラス
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

観覧自由 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

18:30 20:30 証明写真撮影会 つながるスタジオ
走馬燈映像
☎050-5866-6586

事前募集・当日参加
可

1,000円

26日（月） 10:00 13:00 着付・和装文化勉強会 おどるスタジオ
鈴乃会
☎0574-54-3125

事前募集 無料

10:00 15:00 自分で仕事を作ること、を応援します！ かんがえるスタジオ
NPO法人クローバ！
☎080-4547-7792

事前募集 問い合わせ

13:30 16:00 所有者不明土地問題を考えるシンポジウム みんなのホール
岐阜新聞社営業局
☎058-264-1158

事前募集 無料

17:30 18:45 医療用大麻CBD勉強会 つながるスタジオ
ファイトケミカル研究会
☎090-2570-0938

事前募集・当日参加
可

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

27日（火）

28日（水） 10:00 15:00 キッザニア　ぷちなりきりエステセラピスト あつまるスタジオ
メナードフェイシャルサロン茜部新所店
☎090-1274-9125（土屋）

事前募集・当日参加
可・見学自由

100円

10:30 12:00 本と子育てカフェ～児童編～ 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

10:00 15:00 あかちゃん撮影会 おどるスタジオ
やまきたともか
☎058-372-3378

事前募集
3,000円・SNSに写
真掲載NGの場合
4,000円

17:00 19:00 ヒッポファミリークラブ つながるスタジオ
ヒッポだいだいファミリー
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

①19:10
②20:05

①20:00
②20:50

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・当日参加
可

各レッスン1,500円・
2つレッスン2,500円

29日（木） 10:00 11:00 医療用大麻CBD勉強会 つながるスタジオ
ファイトケミカル研究会
☎090-2570-0938

事前募集・当日参加
可・見学自由

500円

10:00 11:30 家庭教育セミナー　わが子を心の強い子に育てたい！ あつまるスタジオ
（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

受講料500円

13:00 14:30 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

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

14:00 15:30 平成３０年度　第１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

30日（金） 10:00 11:00 遺影写真のあれこれセミナー つながるスタジオ
(株)走馬燈映像
☎050-5866-6586

事前募集・当日参加
可

無料

10:00 12:00 自分で仕事を作ること、を応援します！ あつまるスタジオ
NPO法人クローバ！
☎080-4547-7792

事前募集 問い合わせ

①10:30
②13:30

①12:00
②15:00

知ってトクするくらしのマネーセミナー かんがえるスタジオ
武市
☎090-9903-9072

当日参加可 無料

12:15 16:55 株式会社イカイのお仕事相談会 つながるスタジオ
（株）イカイ　採用企画課
☎055-966-2562

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

13:30 14:30 ワタシゴトピッチの挑戦者事前説明会と交流会 おどるスタジオ
NPO法人クローバ！
☎080-4547-7792

事前募集 無料

18:30 20:00 時事問題 かんがえるスタジオ
築山　泰正
☎058-273-2575

当日参加可・見学自
由

無料

18:30 20:00 Enjoy！！　中国・四川省 おどるスタジオ （公財）岐阜市国際交流協会 事前募集
500円（賛助会員は
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 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

毎日 10:30 11:45 クリスマスカードとお正月カード作り 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

平日 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 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。

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】

休　　館　　日


