
　

１　月　前　半　の　イ　ベ　ン　ト

日　付
開始
時間

終了
時間

イ ベ ン ト 名 場　所 主催者（問い合わせ先） 参加形態 料金等

4日（土）
① 9:00
②11:00

箏（こと）演奏会
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
ぎふメディアコスモス
☎058-265-4101

観覧自由 無料

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

①13:00
②14:00

こま曲芸披露　協力　塚原清伸さん ドキドキテラス
ぎふメディアコスモス
☎058-265-4101

観覧自由 無料

13:00 15:00 こま回し体験 ドキドキテラス
ぎふメディアコスモス
☎058-265-4101

参加自由 無料

15:00
（14:30開

場）
17:30 10th Anniversary a cappella Live みんなのホール

岐阜大学　アカペラサークル　GiftBox
tuizi_yuki_yuzu@yahoo.co.jp

観覧自由 無料

5日（日） 9:30 11:30 おみせやさんごっこ～はたらくってなーに？～ あつまるスタジオ
森島
☎090-2924-2400

事前募集・当日参加可 200円材料費

10:00 14:00
凧づくり体験
協力　鏡島自治会連合会  凧揚げを楽しむ会

エントランスホール
ぎふメディアコスモス
☎058-265-4101

参加自由 無料

10:00 15:00 竹細工体験  協力　風と土の会 ドキドキテラス
ぎふメディアコスモス
☎058-265-4101

参加自由 無料

15:30 17:30 ありがとう感謝療法ワークショップ つながるスタジオ
ありがとう感謝ネットワーク
☎090-4260-3877

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

19:00 20:00 トニーとメアリー佐野によるニュー・イヤー・コンサート みんなのホール
メアリー佐野
info@duncandance.org
☎080-6596-5390

事前募集・見学自由 1,500円・当日2,000円

6日（月）
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
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

11:00 14:00 みんなの書き初め祭 かんがえるスタジオ
みんなの筆学所にっこりと
☎090-2265-5176

当日参加可・見学自由 700円・子供の方半額

7日（火） 9:00 13:00 HITキャラクトロジー心理学マスター講座 あつまるスタジオ
HITキャラクトロジー心理学協会
bkdcn380@ybb.ne.jp

事前募集 1,000円　お弁当代

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 15:00
ワンコインチャレンジ　グラスアート、己書、フラワーア
レンジメント

かんがえるスタジオ
NPOなじみのふるさと　縁の会
☎090-4089-1256（山下）

事前募集・当日参加
可・見学自由

500円

10:30 11:30 ママとベビーのワクワクヨガ おどるスタジオ
Angel Ring
☎090-1628-6386（棚橋）

事前募集・空きあれば
当日可

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
☎058-262-1656

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

19:00 20:30 人生がガラリと変わる縁とは？ かんがえるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

当日参加可・見学自由 無料

19:30 20:30 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 1,000円

8日（水） 9:00 12:00 邦楽　三味線　奏の会 あつまるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366

見学自由 無料

10:00 11:30 手話勉強会 おどるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

事前募集 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 3,500円

17:30 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・見学自由 無料

9日（木） 10:15 11:30 ベビーマッサージ教室　and　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 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
hb_base_aco@yahoo.com
☎090-1782-0213

事前募集 初回1,000円

10:30 12:00 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

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
☎080-1594-9514（西村）

関係者 無料

13:30 15:00 オレンジカフェ かんがえるスタジオ
岐阜市地域包括支援センター中央北
☎058-213-0128

当日参加可
無料・飲み物希望の場合は
100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

10日（金） 10:00 11:30 ぎふ産後ケアの日 あつまるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会岐阜支部
gifusangocare@gmail.com

事前募集 500円

10:00 12:30 スターティングセミナー かんがえるスタジオ
NPO法人ウーマンプロジェクト東海
☎090-9192-2100（毛利）

事前募集 3,000円

13:00 15:00 荒井水墨画サークル かんがえるスタジオ
荒井水墨画教室
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

13:00 16:00 己書　体験会　と　幸座 あつまるスタジオ
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

体験1,000円・大人2,000円・
小1,000円・筆ペン貸出し販
売もあり

13:30 14:30 体の中からきれいになろう　フラダンス おどるスタジオ
大熊
☎090-3887-3700

当日参加可 500円

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　1h

11日（土） 9:30 11:30 第8回　CoderDojo岐阜 おどるスタジオ
CoderDojo岐阜
hello@coderdojo-gifu.org

事前募集・空きあれば
当日可・見学自由

無料

〒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

お問い合せ先

こま曲芸披露
１３：００～・１４：００～

ドキドキテラス
協力 塚原清伸さん

竹細工体験
１０：００～１５：００

ドキドキテラス
協力 風と土の会

凧づくり体験
1０：００～１４：００

エントランスホール
協力 鏡島自治会連合会

凧揚げを楽しむ会

こま回し体験
１３：００～１５：００

ドキドキテラス
協力 塚原清伸さん

箏（こと）演奏会
９：００～・１１：００～

ドキドキテラス
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

１／４

（土）

１／５

（日）



　

日　付
開始
時間

終了
時間

イ ベ ン ト 名 場　所 主催者（問い合わせ先） 参加形態 料金等

13:30 15:16
イル・ヴォーロ　with　プラシド・ドミンゴ　魅惑のライブ
～3大テノールに捧ぐ（特別上映版）

みんなのホール
シネマ・コンサートの会
☎090-8194-4804

事前募集・当日参加可 前売2,500円・当日2,800円

13:30 16:30 Gifu WordPress Meetup #18 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・見学自由

無料

13:30 16:30 選択理論共同学習会 あつまるスタジオ
鈴木
pop.heart.plus@gmail.com

当日参加可 1,000円

14:00 16:00 作家と語ろうin岐阜 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（12/10～） 無料

17:30 20:30 １日でわかる！大人のためのHTML5＆CSS3入門 あつまるスタジオ
勉強禁止！子供ロボットプログラミング塾
http://ichiwaka.internetsystem.co.jp
☎058-338-0587

事前募集・当日参加可 無料

18:00 20:30 恋するヨガレッスン＆交流会 かんがえるスタジオ
NPO法人ユメココサポート
npo@yume-coco.net
☎080-1594-9514（西村）

事前募集 要問合せ

12日（日） 11:00 16:00 メディコス　みんなの防災
みんなの広場 カオカオ
ドキドキテラス

市民活動交流センター
☎058-264-0011

観覧自由・事前申込不
要

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

19:30 20:30 サルセーション　レッスン おどるスタジオ
朝倉
☎090-6368-8773

当日参加可・見学自由 700円

13日（月） 9:00 12:00 バイオリン合奏 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

10:30 11:30 みんなで楽しくバランスボール 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・当日参加可 初回1,000円

①10:30
②13:30

①12:30
②15:30

折花講習会＆折花ワークショップ（一枚の紙からつく
る花で香りを楽しみましょう）

あつまるスタジオ
折花初級インストラクター　南園
lacle.kie@gmail.com

講習会は事前募集（申
込期限1/3（金））・ワー
クショップのみ当日可

講習会1講座5,200円・ワーク
ショップ500円

12:15 13:45 インナーゆるヨガ おどるスタジオ
MIWA・BODY・LABO
kyon0168@gmail.com

当日参加可・見学自由 2,000円

13:30 15:30 講演会「精神障害者．親亡き後を考える」 かんがえるスタジオ
岐阜市あけぼの会
☎058-247-6004

当日参加可 無料

14:45 16:00
汗だく・爽快・ストレス発散
～子連れOK～　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
uchimika8739@gmail.com

事前募集・空きあれば
当日参加可

3,000円

16:30 16:50 当日参加OK！　肩・腰すっきりストレッチ 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・当日参加可 お一人様500円

17:30（開場
17:00）

20:30
見田村千晴　LIVE　TOUR　2020　「歪だって抱きしめ
て」

みんなのホール
（株）ジェイルハウス
☎052-936-6041

事前募集・当日可 3,500円・当日4,000円

18:00 20:00 高齢者の健康体操 かんがえるスタジオ
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

14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 12:00 子育て勉強会スマイル（親子ヨガ） 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） おどるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

①10:10
②11:00

①10:55
②11:45

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
1回800円・6回チケット4,000
円

13:30 15:00 リウマチさんの学びの集い かんがえるスタジオ
（公社）日本リウマチ友の会岐阜支部
☎0584-62-5238

当日参加可 無料

15日（水） 10:00 12:45 自分をもっと好きになる　輝くわたし　ワクワクup講座 かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 2,000円

10:30 11:30
ママカレcafe　～ママでも仕事がしたい！育休が終わ
るママ、仕事を始めたいママの本音～

あつまるスタジオ
ぎふママカレッジ
https://gifumamacollege.jimdofree.com/

事前募集・当日参加可 500円

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
☎090-4087-6929

事前募集 初回1,000円

12:00 13:30 ルンルンスマイル　ウォーキングレッスン おどるスタジオ
ルンルンスマイル
lunlunsmile8@gmail.com

当日参加可・見学自由 3,300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

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

17:30 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・見学自由 無料

火・木（2日・28
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
（14日・21日はワイワイサー
クル）

（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 要問合せ

月・水（1日・13
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 要問合せ

金（3日は除く） 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 要問合せ

土日祝（1、4、5
日は除く）

10:30 11:45 モーニングイベント「中国結び＆春節剪紙（切り絵）」 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（28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（16
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（4、5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（4日は除く） 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（5日は除く） 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（5日は除く） 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
（13、15～24日

はお休み）
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

5日（日） 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（16、23、
28日は除く）

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・21日はあつまるス
タジオ

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。
図書館システム入れ替えのため、１月１５日（水）～２６日（日）は、２階図書館は臨時休館します。


