
　

みんなの森 ぎふメディアコスモス １１月前半のイベント 2021/11/8 更新

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

1日（月）
①10:00
②12:30

①11:30
②14:00

ぎふ産後ケアの日 おどるスタジオ
(一社）体力メンテナンス協会岐阜支部
ぎふ産後ケアの日実行委員会
gifusangocare@gmail.com

事前募集 無料

10:30 11:30
産後バランスボール（赤ちゃんと一緒に産後の運動不
足解消！）

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1,800円～

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅰ つながるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 13,000円（全30回分）

2日（火）
①10:00
②11:00

①10:30
②11:30

子育て支援センターゆずりは　リトミック あつまるスタジオ
社会福祉法人　教泉会
☎058-239-0134

事前募集・空きあれば当
日可

無料

10:00 11:50 岐阜市読書サークル協議会　文学講座　現代文学 みんなのホール
岐阜市読書サークル協議会
☎058-276-6041（石田）

事前募集 年額4,000円

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスのレッスン 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
http:gifuscdc.main.jp
e-mail:gifuscdc.info@gmail.com

見学自由 無料

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 13,000円（全30回分）

3日（水・祝） 10:00 15:30 トークライブ＆ワクドキマルシェ かんがえるスタジオ
ぎふママカレッジ
https://gifumamacollege.jimdofree.com

トークライブ：事前募集・空
きあれば当日可
マルシェ：予約不要

無料

19:25 20:40
汗だく発散特別プログラム　バランスボールエクササ
イズ

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
日可

お一人様3,000円

4日（木） 9:00 16:00 楽笑会　己書　体験と幸座 つながるスタジオ
楽笑会　楽笑元気道場
sumie712@gmail.com
☎090-8545-7290（桂川）

事前募集・空きあれば当
日可・見学自由

初体験1,000円・大人2,000
円・小人1,500円・筆ペン
貸出し

10:30 11:30 朝ヨガベーシック おどるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご
持参ください

体験500円・月謝割有

①14:15
②14:35

①14:30
②15:35

①バランスボールストレッチ・②誰でもできるやさしい
バランスボールエクササイズ

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
日可

①500円・②1,500円

18:30 20:00 「やさしい日本語」講座 かんがえるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 無料

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 13,000円（全30回分）

5日（金） 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

10:30 12:00 子育てcafé あつまるスタジオ
NPO法人日本ウーマンプロジェクト
☎090-9192-2100（毛利）

事前募集・空きあれば当
日可

600円

19:00 21:00 ダンスの練習（フラメンコ） おどるスタジオ
岐阜フラメンコサークルエルビエント
☎090-7020-6148

事前募集・空きあれば当
日可

1,000円

6日（土） 9:30 10:20 《限定イベント》サンタさんに手紙をかこう！ おどるスタジオ
Sun Son English♪ sae
sae00329@gmail.com
http://ameblo.jp/33eigo/

事前募集・空きあれば当
日可

3,000円

11:00 15:00 第7回シニアワークフェア
みんなのホール、かん
がえるスタジオ、みんな
の広場カオカオ

（公社）岐阜市シルバー人材センター
☎058-240-1245

予約不要・観覧自由 無料

15:00 17:00 ペーパーリーフアート講座 おどるスタジオ
ペーパーリーフアート倶楽部
rock.e.planning@gmail.com
☎090-9896-6078（岩越）

事前募集・空きあれば当
日可

参加費500円

7日（日） 10:00 11:30 みんなでつくる 「メディコス ハーブガーデン講座」 かんがえるスタジオ
ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

事前募集 500円

10:00 16:00 ワンコイン年賀状撮影会 あつまるスタジオ
久保倉　千明
☎090-6611-5414

事前募集 500円

10:00 16:00 さんぽde野外ライブ
みんなの広場カオカ
オ、みんなのホール（雨
天時）

さんぽde野外ライブ実行委員会
☎058-214-4973

見学自由 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
☎090-6466-0223（田中）

見学自由 会員1,000円・見学は無料

8日（月） 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1,800円～

10:30 14:00 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等の写真掲
載NGの場合4,000円

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅰ つながるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 13,000円（全30回分）

9日（火） 10:00 11:50 岐阜市読書サークル協議会　文学講座　古典文学 みんなのホール
岐阜市読書サークル協議会
☎058-276-6041（石田）

事前募集 年額4,000円

13:00 14:50 岐阜市読書サークル協議会　文学講座　歴史 みんなのホール
岐阜市読書サークル協議会
☎058-276-6041（石田）

事前募集 年額4,000円

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスのレッスン 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
http:gifuscdc.main.jp
e-mail:gifuscdc.info@gmail.com

見学自由 無料

13:00 16:00 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

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ3,600円・ﾓ
ﾀﾞﾝ生花3,200円・ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞ
ﾄﾞﾌﾗﾜｰ4,600円・草月流生
花2,500円

14:00 15:30 令和3年度人権学習講座Ⅰ かんがえるスタジオ
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119（直通）

事前募集・空きあれば当
日可

無料

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 13,000円（全30回分）

10日（水） 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
☎058-216-3700

事前募集・空きあれば当
日可

受講料500円

10:30 11:20 Sun Son English♪（0～3才楽しく学ぶトドラークラス） おどるスタジオ
Sun Son English♪ sae
sae00329@gmail.com
http://ameblo.jp/33eigo/

事前募集・空きあれば当
日可

1,600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

お問い合わせ先



　

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

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

事前募集 3,600円

13:30 14:30 みさと笛　体験 あつまるスタジオ
みさと笛雅の会
☎090-3952-2886（藤本）

予約不要・見学自由 500円　楽譜・笛貸出料

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（支部長　増田光子）

事前募集 無料

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅰ つながるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 13,000円（全30回分）

11日（木） 10:00 11:30 キャラクトロジー心理学入門講座 あつまるスタジオ
NPO未来來プロジェクト
laa-laa038@ezweb.ne.jp

事前募集・空きあれば当
日可

無料

10:30 11:30 朝ヨガベーシック おどるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご
持参ください

体験500円・月謝割有

10:30 12:00 「糸」出版記念講演会 かんがえるスタジオ
NPO法人日本ウーマンプロジェクト
☎090-9192-2100（毛利）

事前募集・空きあれば当
日可

1,000円

12:30 13:30 シニアのためのケアヨガ おどるスタジオ
p.care yoga
p.careyoga489@gmail.com
☎090-3389-1979

事前募集・空きあれば当
日可

月謝

13:00 15:00 写真教室　11月例会 あつまるスタジオ
日本リアリズム写真集団　岐阜支部
☎090-3154-2546

事前募集・空きあれば当
日可

無料

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

予約不要・見学自由 無料

18:15 20:15 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・空きあれば当
日可・見学自由

1,000円
体験は無料

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 13,000円（全30回分）

12日（金） 10:00 12:00 子育て勉強会スマイル（赤ちゃんマッサージ、講話） おどるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集・空きあれば当
日可

無料

10:00 12:00 子育て勉強会スマイル（親子ふれあい遊び、講話） かんがえるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集・空きあれば当
日可

無料

12:00 15:00 子育て勉強会スマイル（講話、相談、子守り） あつまるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集・空きあれば当
日可

無料

13日（土） 10:00 11:00 みんなの知恵を集めるカフェ（オープン市政相談会） あつまるスタジオ
岐阜市議会議員　和田直也
office@wada-naoya.jp

予約不要 無料

14:00 15:30 令和3年度岐阜市生物多様性シンポジウム かんがえるスタジオ
岐阜市環境部環境保全課
☎058-214-2151

事前募集 無料

14:30 15:30
人生を豊かにするための日経新聞読み合わせサーク
ル説明会

つながるスタジオ
平島
shinbunyomiawase@gmail.com

事前募集 無料

16:30 17:30 リラックスキャンドルヨガ つながるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットjはご
持参ください

1,500円

17:00 18:00
人生を豊かにするための日経新聞読み合わせサーク
ル

あつまるスタジオ
平島
shinbunyomiawase@gmail.com

事前募集 無料

14日（日） 9:30 11:30 油彩画教室 つながるスタジオ
絵画教室メルシー
☎0575-25-2582
mercijart@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日可

3,000円（初回2,000円）

①11:15
②11:55
③13:00

①11:45
②12:50
③13:45

①バレトン・②ZUMBA・③初中級エアロ おどるスタジオ
RIKA
rk.31.fitness@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日可

1本800円・2本目から750
円

13:00 17:00 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

事前募集 無料

13:00 17:00
レザークラフト教室　手縫いで作るブックカバー（文庫
本サイズ）

つながるスタジオ
革小物とアクセサリ　color　太田拓也
☎090-5635-0111
info@leather-color.com

事前募集・空きあれば当
日可

4,800円

13:30 16:30 スマホマイスター講習会 つながるスタジオ
日本電気通信媒介業協会岐阜
sumaho.meister.gifu0@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日可

講習費2,000円・教材費
1,000円

15日（月） 10:00 12:30 おとなの食育レシピ講座 かんがえるスタジオ
特定非営利活動法人ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 有料

10:30 11:30
産後バランスボール（赤ちゃんと一緒に産後の運動不
足解消！）

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1,800円～

13:00 14:00 シニアの為のHIPHOP おどるスタジオ
REN
☎090-8133-0412
studio.x8133@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日可

700円

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅰ つながるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 13,000円（全30回分）

2（火）～7（日） 10:00
18:00（7日
のみ15:00）

岐阜県アンデパンダン小品展 みんなのギャラリー
岐阜県現代美術家協会
☎058-294-6220（和田文克）

観覧自由 無料

9日（火）～12
日（金）

10:00 18:00 第74回　示現会岐阜展 みんなのギャラリー
山田　裕彦
☎058-262-3801

観覧自由 無料

火（祝祭日・休
館日除く）

13:00 17:00

木（祝祭日・休
館日除く）

14:00 19:30

第4土曜
①10:00
②13:00

①12:00
②18:00

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。

岐阜市ビジネスチャレンジ支援　経営相談窓口
2階　レファレンスカウン
ター

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前予約・当日受付可 無料


