
　

３　月　1～10日　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

1日（日） 10:00 12:00 ぎふライブラリークラブ「世界にひらく窓」第9回 あつまるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

10:00 12:00 バイオリン合奏練習 おどるスタジオ
青山バイオリン教室
☎058-262-6941

当日参加可・見学自由 無料

10:00 15:00 カワイ造形フェスティバル　あそびのあしあと展 みんなのギャラリー
カワイ絵画造形教室
（株）河合楽器製作所
☎058-263-8822

観覧自由 無料

10:30 12:00頃 知ってトクする暮らしのマネーセミナー かんがえるスタジオ ☎080-7411-1440（担当：武市） 事前募集 無料

10:30（エン
トリーは
10:00）

16:00（最終
エントリー
は15:00）

ぎふフォトスタンプラリー 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・エントランス
ホールにてエントリー要
（当日10:00～エントリー
開始）

無料

13:00 15:00 協会けんぽ減塩ファミリーフェア おどるスタジオ
全国健康保険協会岐阜支部
☎058-255-5159

関係者 無料

14:00 16:00 女性のためのマネーセミナー かんがえるスタジオ
岐阜新聞社
☎058-264-1158

事前募集 無料

16:30 17:30 サルセーション　レッスン おどるスタジオ
KUMIKO
☎090-6368-8773

事前募集・当日参加
可・見学自由

700円

2日（月） 10:00 12:30 アイビックスフォーラム みんなのホール
アイビックス（株）
☎0584-73-1515

関係者 無料

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

10:30 11:30 産後バランスボール 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円～

3日（火） 10:00 11:30 家庭教育セミナー 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 受講料500円

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

10:30 11:30 ママのための英会話レッスン あつまるスタジオ
ぎふママカレッジ
☎050-5437-8234

事前募集 参加費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 つながるスタジオ
フラワーサークルL'amour（ラムール）
☎090-6595-4195

事前募集・見学自由
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

19:30 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

4日（水） 9:00 11:30 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 11:20 親子でハッピー　ベビーマッサージ かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集・当日参加
可・見学自由

500円

10:30 11:30 ベビーマッサージ教室 つながるスタジオ
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

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 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・当日参加可 初回1,000円

13:00 16:00
ビジネス支援セミナーⅡ　第1回『心をつかむ手書き
POP』

2階　つながる読書のへ
や

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 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 無料

5日（木） 10:00 12:00 アロマワックス　サシェ　体験教室 あつまるスタジオ
アーガマ会
☎058-266-8926（担当：酒井、若原）

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000～1,500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
hb_base_aco@yahoo.com
☎090-1782-0213

事前募集・すべての女
性対象

初回1,000円

10:30 11:30 ママヨガ＆産後トレーニング つながるスタジオ
yuju yoga
☎090-4448-7675（村田）

見学自由 初回1,000円

13:00 15:00 荒井水墨画サークル つながるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由・関係者は当
日参加可

無料

13:00 15:00 仏教講演会 かんがえるスタジオ
アーガマ会
☎058-266-8926（担当：酒井、若原）

事前募集・当日参加
可・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

大人2,000円・小1,000円・体
験1,000円・筆ペン貸出販売
もあり

13:30 14:30 インヨガ おどるスタジオ
sauca yoga
saucayoga8@gmail.com
☎080-3680-5479

事前募集 1,000円

16:30 20:30 着付けパフォーマンス かんがえるスタジオ
渡邉
☎090-1784-6080

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

6日（金） 10:00 11:00 長良川大学講座　読み聞かせ教室 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

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） つながるスタジオ
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（親子ふれあい遊び） かんがえるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

13:00 16:00
ビジネス支援セミナーⅡ　第2回『印象が変わるインテ
リアデザイン』

2階　つながる読書のへ
や

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

13:30 14:30 みさと笛　体験 あつまるスタジオ
現代邦楽会みさと笛岐阜雅の会
☎090-3952-2886（藤本きよみ）

事前募集・当日参加
可・見学自由

楽譜代・笛レンタル料500円

〒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



　

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

14:00 16:00
激変の時代を生き抜くためのM＆Aセミナー～大切な
会社を守るために今できること～

かんがえるスタジオ
岐阜信用金庫　成長戦略部成長戦略サポー
トデスク（担当：西脇、古田）
☎058-266-2328　FAX　058-266-2278

事前募集 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／h

7日（土） 10:00 12:00 午前の部：育休後　職場復帰準備セミナー あつまるスタジオ
マドレボニータ東海TOMOS 山本
35199.libramadre@gmail.com

事前募集・空きあれば
当日可

資料代3,500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 15:30 午後の部：戦略的な育休の過ごし方講座 あつまるスタジオ
マドレボニータ東海TOMOS 山本
35199.libramadre@gmail.com

事前募集・空きあれば
当日可

資料代3,500円

16:00 18:00 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

17:20 19:30 第二回　岐阜の教育を考える茶話会 かんがえるスタジオ
学校教育を語り合う
教員と市民の会（斉藤ひでみ）
gakkoukaika9@gmail.com

当日参加可・見学自由 無料

8日（日） 10:00 11:00 みんな de えほん おどるスタジオ
任意団体ハッピーハーモニー
happyharmony4gifu@gmail.com

事前募集・当日参加可 100円

10:00 12:00
ヒッポファミリークラブ　親子で参加できる講座＆ワー
クショップ

かんがえるスタジオ
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 14:00 里親制度説明会 あつまるスタジオ
子ども家庭支援センター　ぎふ「はこぶね」
☎058-296-2172

事前募集・当日参加可 無料

13:00 18:00 津軽三味線　糸音　合同練習 つながるスタジオ
津軽三味線　糸音
☎090-6466-02223（田中）

見学自由 会員1,000円・見学は無料

13:00 18:00 きよまるcafe おどるスタジオ
NPO法人　わたしのがんnet
kiyoko1207@ccn.aitai.ne.jp

当日参加可 無料

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・先着順 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

15:30 17:30 ありがとう感謝療法ワークショップ あつまるスタジオ
ありがとう感謝ネットワーク
☎090-4260-3877（山科　譲）

当日参加可 無料

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

事前募集・当日参加
可・見学自由

700円

9日（月）
① 9:45
②10:45

①10:30
②11:30

親子でランランリトミック（①ひよこクラス・②うさぎクラ
ス）

かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 500円

①10:10
②11:00

①10:50
②11:45

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・見学自由
エアロビクスのみ500円・
ZUMBAのみ700円・両方800
円

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

10:30 11:30 産後バランスボール 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円～

10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

11:00 15:00

リウマチさんの学びの集い＆交流会
「12:00～13:00食事交流会」「11:00～12:00音楽でリフ
レッシュ　音楽療法士による」「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
（公財）日本リウマチ友の会　岐阜支部
☎＆FAX　0584-62-5238

当日参加可・午前のみ
午後のみ参加可

参加費無料・必要な方は弁
当1,000円（事前予約）

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

15:15 17:00 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

18:00 20:00 ドイツ語講座 あつまるスタジオ
岐阜日独協会
☎058-387-4596

当日参加可 無料

6日（金）～7日
（土）

虞美人草 みんなのホール
塚本
☎080-4357-4862

当日参加可 1,500円

9（月）～13
（金）

9:00（9日は
12:00）

21:00（13日
は 17:00）

世界も自分も変える仕事～JICA活動写真展～ ドキドキテラス
JICA岐阜
☎058-263-8069

観覧自由 無料

13日（金）～15
日（日）

10:00 18:00 ぼくはぼく色　－ことば絵展－ みんなのギャラリー
新井
instagram：bokuwabokuiro
☎090-2773-1262

事前募集・観覧自由 無料

月・火・水・木・
金（31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（28
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 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、6、13、18、
31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（1日、15
日、21日、28

日、29日のみ）
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（31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

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。

3/6　19:00～20:15
3/7 15:00～16:15


