
　

３　月　11～20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

11日（水） 10:40 11:30 五感を刺激するリトミック教室 あつまるスタジオ
三宅
n.piao2020@gmail.com

事前募集・空きあれば
当日参加可・見学自由

受講料1,000円

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

事前募集・見学自由 3,600円

13:00 16:00
ビジネス支援セミナーⅡ　第3回
『たった１枚の紙で人を惹きつける！』～手に取られる
フライヤーとは？～

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

12日（木） 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

10:30 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

10:30 11:30 バランスボールエクササイズ あつまるスタジオ
漁野
☎090-1562-9656

事前募集・当日参加可 1,500円

14:00 15:30 心の輪の会研修会 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

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 20:30 仏教ってなに？ 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

13日（金） 10:00 11:30 長良川大学講座　読み聞かせ教室
2階　おはなしのへや
と　親子のグローブ

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

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！ 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

①10:15
②11:05

①10:55
②11:45

Let's enjoy!!　リトミック♡
①1歳児クラス・②0歳児クラス

おどるスタジオ
山本
☎090-5876-1723

当日参加可・見学自由 800円

13:00 14:00 ドコモ　スマートフォン教室 あつまるスタジオ
ドコモショップ岐阜正木店
☎0120-598-511

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

13:00 14:30
プランツギャザリングでつくる　ホワイトデー　アレンジ
メント

つながるスタジオ
Blessing Ring
https://www.blessingringpg.com
☎090-1747-1325

事前募集・当日参加可 7,000円

13:00 15:00 荒井水墨画サークル おどるスタジオ
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

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

14日（土） 9:30 12:00 第11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

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

11:00 12:00 Happy birthday を中国語で歌おう つながるスタジオ
中国語あそびサークルla-la
largo_k_caoli@yahoo.co.jp

事前募集・当日参加可 700円資料代込み

13:00 15:00 チェリーコンサート みんなのホール
SYK Piano School
☎090-6580-6688

観覧自由 無料

13:00 15:00 読み聞かせあっこ かんがえるスタジオ
読み聞かせあっこ
☎090-1983-0784（浅井）

事前募集 お一人100円

13:30 15:00 高齢者生活セミナー あつまるスタジオ
NPO Lifeあんしんねっト
☎090-4858-0740（クワバラ）

当日参加可 無料

13:30 16:30 選択理論共同学習会 つながるスタジオ
ららlabo
pop.heart.plus@gmail.com
https://step-up2011.jimdo.com/

事前募集 1,000円

13:30 17:00 Gifu WordPress Meetup #20 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

15日（日） 10:00 11:00 家族みんなで♡ベビーマッサージ あつまるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 500円

①10:00
②13:30

①11:30
②15:00

子供ロボットプログラミング大作戦（Step１） かんがえるスタジオ
勉強禁止！子供ロボットプログラミング塾
http://www.roboprojuku.com
☎058-338-0587

事前募集・当日参加可 無料

15:00 17:00 イングリッシュキッズダンス おどるスタジオ
ユリダンスセンター
☎090-1233-6367

当日参加可 無料

13:00 14:00 LTE英会話サークル あつまるスタジオ
LTE英会話サークル（今井信行）
jet.wings25@gmail.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

15:00 16:30 梶田隆章氏講演会 ドキドキテラス
ぎふメディアコスモス自主事業実行委員会
☎058-265-4101

観覧自由 無料

18:30 20:30 仏教ってなに？ 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

16日（月） 10:00 11:30 子育てセミナー あつまるスタジオ
家庭倫理の会　岐阜市
☎090-6575-3009

事前募集・当日参加
可・見学自由

未会員のみ500円

10:00 12:00 荒井デッサン教室 かんがえるスタジオ
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

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
sunnycircus.1.2.3@gmail.com
☎080-5116-6991（松田友希）

事前募集 2,800円

10:30 11:30 産後バランスボール おどるスタジオ
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～

12:30 13:30 ベビーマッサージ教室 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

17日（火） 10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座 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 11:15
ママは発音、子どもはリズムで楽しく遊ぶ♪シンプル
English♪

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

事前募集・当日参加可 1,000円

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

事前募集・空席あれば
当日参加可

3,000円・SNS等への写真掲
載不可の場合4,000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

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

14:00 16:00 就職支援セミナー　特別編＋着こなしセミナー かんがえるスタジオ
若年者地域連携事業運営事務局
（株）東京リーガルマインド
☎052-589-2162

事前募集 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

18日（水） 9:00 11:30 邦楽三味線　奏の会 おどるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366

見学自由 無料

10:00 11:30 手話勉強会 かんがえるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

事前募集 無料

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

①10:30
②11:40

①11:30
②12:40

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・空きあれば
当日可

1,000円

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

事前募集・当日参加可 600円

17:30 19:00
ヒッポファミリークラブ　親子で参加できるワークショッ
プ

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

19日（木） 10:30 11:30 骨盤ボディメイクレッスン つながるスタジオ
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 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

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
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由・関係者は当
日参加可

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
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

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

15:30 18:00 「空き家塾」 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

18:00 21:00 己書　体験会と幸座 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1,000円・体
験1,000円・筆ペン貸出販売
もあり

20日（金）
①10:30
②13:30

①12:00
②15:00

子供ロボットプログラミング大作戦（Step１） おどるスタジオ
勉強禁止！子供ロボットプログラミング塾
http://www.roboprojuku.com
☎058-338-0587

事前募集・空きあれば
当日参加可

無料

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3/10(火))・ワー
クショップは当日参加可

講習会は１講座5,200円・
ワークショップは500円

10:30 14:30 メナード　美肌・メイクレッスン かんがえるスタジオ
メナードフェイシャルサロンキャンディミント
☎090-9172-3109（木村）

事前募集・当日参加
可・女性のみ

無料

11:10 12:50 ゆるヨガ　－みんなでHAPPY　FACE－　福顔 つながるスタジオ
MIWA・BODY・LABO
kyon0168@gmail.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

2,000円

13:45 16:45
冷え・むくみ・便秘・肥満で悩む女性必見！あなたと家
族の健康を考える食のセミナー

つながるスタジオ
（社）腸＆リンパ美人協会
info@cho-rinpabijin.jp
☎058-272-5665

事前募集 5,500円

19:00 20:30 幸福実現党　政策学習会 かんがえるスタジオ
幸福実現党　岐阜県本部
☎080-3627-9332（野澤）

当日参加可・見学自由 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


