
　

１１　月　21～30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 17:20 ★点灯式
せせらぎの並木　テ

ニテオ

①13:00
②14:30

①13:30
②15:00

★風船太郎さんバルーンショー ドキドキテラス

15:30 16:00 ★立花慎之介さんトークイベント ドキドキテラス

13:00 16:00 ★メディコス DE 雪合戦 みんなのギャラリー

16:00 16:30 ★メディコス DE ビンゴ ドキドキテラス

11:00 16:00 ★Negai no Ki（願いの木） エントランスホール

11:00 16:00 ★ミニSL乗車体験　　※雨天中止
みんなの広場　カオ

カオ

11:00 16:00 ★Furifuri点灯リレー エントランスホール

12:00 16:00 ★麒麟が来る　岐阜　大河ドラマ館PRブース エントランスホール

21日（木） 10:00 11:30 ぞうさんクラブ研修会 みんなのホール
岐阜市防犯・交通安全課
☎058-214-4964

事前募集 無料

①10:10
②11:00

①10:50
②11:40

Let's enjoy リトミック あつまるスタジオ
福地
☎090-3619-9681

当日参加可・見学自由 1組800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

10:30 13:00 「お金と生活」のシンプルなやりくり かんがえるスタジオ
岐阜友の会
☎090-9947-4140（服部）

事前募集・当日参加可 300円

12:45 13:30 親子でらんらん　リトミック　うさぎクラス おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集・当日参加可・
見学自由

500円

13:00 15:00 荒井デッサン教室 あつまるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291

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

14:00 16:15
岐阜市定着率向上支援セミナー　第2回「採用で活かす
ための自社の持ち味の探求の方法とは？」

かんがえるスタジオ
岐阜市産業雇用課
☎058-214-2358

事前申込が定員に満たな
い場合、当日参加も可

無料

20:00 21:00 ピラティス　グループレッスン つながるスタジオ
ピラティスルーム　スミカ
☎080-3628-1771（堀江）

事前募集 1,000円

22日（金） 10:00 11:30 家計簿のつけ方講習会・話し合い つながるスタジオ
岐阜友の会
☎090-9936-8871

事前募集・当日参加可 無料

10:00 11:30 スコーレ家庭教育講座（託児あり） みんなのホール

スコーレ家庭教育講座実行委員会
tokai@schole.org
☎058-216-3700（事務所）
☎090-6768-8210（田立）

事前募集・当日参加可 講座500円・300円で託児あり

10:00 12:00 スクラップブッキング　アルバム作り体験講座 あつまるスタジオ
クリエイティブメモリーズ
kana.scrap@gmail.com（原賀）

事前募集 1,000円材料費

12:00 15:00 HITキャラクトロジー心理学マスター講座 つながるスタジオ
HITキャラクトロジー心理学協会
bkdcn380@ybb.ne.jp（大野）

事前募集 無料

13:00 15:00 荒井水墨画サークル あつまるスタジオ
荒井水墨画教室
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

13:30 15:30
高齢者等いきいき生活支援「第2回市民講座」～「相続・
家族信託」の備え～

おどるスタジオ
NPO法人市民後見センターぎふ
☎090-4407-8376（村木）

事前募集・当日参加可 無料

19:00 20:30 いい夫婦の日記念！円満の秘訣とブッダの教え あつまるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

当日参加可・見学自由 無料

24日（日） 10:00 11:30 高齢者の健康体操 あつまるスタジオ
ハッピーブレインクラブ岐阜
☎090-7862-1544（小石）

当日参加可・見学自由 資料代500円

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

13:15 17:15
第3回　キャタリストフォーラム　大人も”かがくであそ
ぼ！”

みんなのギャラリー
（公財）中部科学技術センター
☎052-231-6723

事前募集・空きあれば当
日参加可（定員100名）

無料

13:30 16:30 選択理論共同学習会 あつまるスタジオ
ららlabo
https://step-up2011.jimdo.com

当日参加可 参加費1,000円

13:30 16:00 犯罪被害者支援講演会 みんなのホール
岐阜市防犯・交通安全課
☎058-214-4964

事前募集 無料

13:30 16:30
留学生×多文化交流プラザ　コラボ企画
●2019学生デザイン制作発表会
●国際理解啓発事業「カナダを楽しもう！」

ドキドキテラス
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前申込不要 入場料・参加費：無料

18:15 20:45 幸せな恋愛・結婚をするための3つの秘訣とは？ つながるスタジオ
ソフィスティブライズ絵理
sophistybrides@gmail.com
☎090-9191-4835

事前募集・当日参加可 無料

25日（月） 9:45 10:30 親子でらんらん　リトミック　ひよこクラス おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集・当日参加可・
見学自由

500円

10:00 11:30 ぞうさんクラブ研修会 みんなのホール
岐阜市防犯・交通安全課
☎058-214-4964

事前募集 無料

①10:15
②12:15

①11:30
②13:30

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（出産したら産後ケア！） あつまるスタジオ
さゆり産後ケア
s3.sangocare@gmail.com

事前募集・見学自由 参加費1,500円～

11:30 15:30 着付・和装文化勉強会 おどるスタジオ
鈴乃会
☎0574-54-3125（浅野）

事前募集 無料

13:30 15:30 着付けパフォーマンス（振袖） かんがえるスタジオ
きつけくらぶ
☎090-1784-6080

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

17:00 19:00 季節を楽しむフラワーレッスン つながるスタジオ
米山
hanatsuzuri@gmail.com

事前募集・見学自由 参加費3,500円

26日（火） 休　　館　　日

テニテオイルミナード２０１９　　　１１月２３日（金・祝）～来年１月１３日（月・祝）　点灯時間１７：００～２１：００

23日（土・祝） 無料
ぎふメディアコスモス事業課

☎058-265-4101
観覧・参加自由
事前申込不要

〒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（祝日と重なる場合は翌日） 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

お問い合せ先



　

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

27日（水） 9:00 12:00 己書体験会　幸座 つながるスタジオ
己書楽笑元気道場
sumie712@gmail.com
☎090-8545-7290（桂川）

事前募集・当日参加可・
見学自由

大人2,000円・小人1,000円・体験
1,000円・筆ペン貸出あり

10:30 11:30 ベビーマッサージ教室＆足型アート 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

10:30 15:30 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・空きあれば当
日可

3,000円・SNS等の掲載不可の場
合は4,000円

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

事前募集・見学自由 3,500円

14:00 15:30 平成31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

17:30 19:00 ヒッポファミリークラブ おどるスタジオ
池田
☎080-5431-4455

当日参加可 無料

28日（木） 9:30 12:30 まちの保健室 かんがえるスタジオ
岐阜県看護協会岐阜南支部
岐阜市民病院看護部　島塚裕美子
☎058-251-1101（内線2100）

当日参加可 無料

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

10:30 11:30 ママのためのヨガ あつまるスタジオ
ぎふママカレッジ
https://gifumamacollege.jimdofree.com

事前募集 500円

10:45 12:00
子連れOK　特別プログラム　バランスボールエクササイ
ズ「ミカ’ｓ　ブートキャンプ」

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 ☎090-2774-
3607
uchimika8739@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日可

お一人様2,500円（当日参加2,800
円）

13:30 14:30 骨盤ボディメイクレッスン おどるスタジオ
aco
hb_base_aco@yahoo.com
☎090-1782-0213

事前募集 初回1,000円

13:30 14:30 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

15:30 20:00 空き家塾ミニセミナー＆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・
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

19:00 20:00 S49年度伊奈波中学校卒業者　同窓会打合せ かんがえるスタジオ
仲井　和博
☎058-382-4358
☎090-2615-6895

関係者の事前募集 無料

29日（金） 9:30 10:30 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
☎090-4087-6929

事前募集 初回1,000円

①10:10
②11:00

①10:55
②11:45

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

10:30 11:15
ママは発音、子どもはリズムで楽しく遊ぶ♪シンプル
English♪

あつまるスタジオ
Sun Son English♪
http://ameblo.jp/33eigo/
sae00329@gmail.com

事前募集 1,000円

13:00 14:30 エンディングノート作成講座　初級編 あつまるスタジオ
日本エンディング協会
☎0120-481-743

事前募集・当日参加可 無料

14:00 16:30 第3回　岐阜県建築士会　建築相談セミナー おどるスタジオ
（公社）岐阜県建築士会
☎058-215-9361

事前募集 無料

30日（土） 10:00 11:30 EQWELチャイルドアカデミー発表会 みんなのホール
EQWELチャイルドアカデミー
☎058-323-2768

観覧自由・一部指定席あ
り

無料

10:00 14:30 ママたちの学園祭　出展ブース かんがえるスタジオ
ぎふママカレッジ
https://gifumamacollege.jimdofree.com

当日参加可・見学自由 入場は無料

10:00 15:00 ママたちの学園祭　ママによるステージ おどるスタジオ
ぎふママカレッジ
https://gifumamacollege.jimdofree.com

当日参加可・見学自由 入場は無料

15:00 16:00 ママたちの学園祭　アフターパーティー おどるスタジオ
ぎふママカレッジ
https://gifumamacollege.jimdofree.com

当日参加可・見学自由 無料

12（火）～15日
（金）

10:00 18:00 岐阜県現代美術家協会　アンデパンダン小品展 みんなのギャラリー
加藤　正男
☎058-324-8690

観覧自由 無料

18（月）～21日
（木）

10:00（18日
は11:00）

16:00（21日
は15:00）

人権パネル展 ドキドキテラス
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

観覧自由 無料

火・木（26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 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

土日祝 10:30 11:45 モーニングイベント「クリスマス☆オーナメント作り」 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

月・火・水・木・金
（13日・26日は除く)

14:00 14:45
言語くらぶ
（月曜：ベトナム語、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木曜（21日） 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）

土日（24日は除く） 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

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 14:00 15:00 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 10:00 12:00 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

月・火・水・金
（4、12、15、22、6、
20、26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（9、10、24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

火・木（26日は除
く）・第4土曜（10時
～12時・13時～18

時））

14:00 19:30 岐阜市ビジネスチャレンジ支援　経営相談窓口
2階　リファレンスカウン
ター

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料

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。


