
　

８　月　１１～２０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

11日（日） 10:30 12:00
認知症疾患医療センター岐阜病院　認知症疑似体験（市
民向け）

かんがえるスタジオ
認知症疾患医療センター　岐阜病院
☎058-247-2118

事前募集 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

16:30（16:00開
場）

佐藤小夜子　DANCE LABORATORY 第14回発表会 みんなのホール
佐藤小夜子　DANCE LABORATORY
☎052-571-9277

観覧自由 無料

12日（月・祝） 10:00 12:00 荒井デッサン教室 おどるスタジオ
荒井水墨画教室
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

13:00 15:00 出張！まつなみ産婦人科 かんがえるスタジオ
松波総合病院
☎058-388-0111（代）

当日参加可・見学自由 無料

13:00 15:00 バイオリン合奏レッスン おどるスタジオ
青山バイオリン教室
☎058-262-6941

見学自由 無料

①14:00
②18:00

①16:00
②20:00

夏バテ予防の健康体操 あつまるスタジオ
小石
☎090-7862-1544

事前募集・当日参加可・
見学自由

500円

13日（火） 10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座　歴史講座 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

19:00 20:30 巡るフランス　言葉と音楽　vol.2 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 無料

14日（水） 10:00 11:00
ピラティスグループレッスン―美脚とヒップアップづくりのエ
クササイズ

おどるスタジオ
yuri
☎090-4118-1369

事前募集・当日参加可・
見学自由

1,000円

14:00 16:00 Polaris　～我ら「ゆとり」は貢献の星～ かんがえるスタジオ
岐阜trigger
skyscraper1161@icloud.com

事前募集 1,500円

17:30 20:00 ヒッポファミリークラブ あつまるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

15日（木） 9:45（9:30開場） 11:30 映画「星に語りて」上映会 みんなのホール
いぶき福祉会
☎058-233-7445（池田）

事前募集・当日参加可 1,000円

13:40 15:20 こころのふれあいサロン あつまるスタジオ
Polaris（ポラリス）
岐阜障がい者就業・生活支援センター
☎058-253-1388

見学自由 無料

19:00 20:30 仏教ってなに？ 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

16日（金） 10:15 20:45 ゲーム限界都市の体験会 あつまるスタジオ
（一社）Do It Yourself
☎090-1820-9366（東　善朗）

見学自由 無料

10:30 12:00 暮らしのマネーセミナー かんがえるスタジオ
武市
☎090-9903-9072

事前募集・当日参加可 無料

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

見学自由 無料

14:00 16:15 みんなの図書館シアター みんなのホール
岐阜市立図書館
☎058-262-2924

当日参加可 無料

17日（土） 11:00 13:00
夏休み　子ども向けプリザーブドフラワー　親子でドリー
ミーパフェを作ろう

つながるスタジオ
滝
☎090-1280-5899

事前募集・見学自由 2,050円

12:30 14:00 梅原司平コンサート みんなのホール
ぎふ平和美術展委員会
☎0575-28-5177（伊藤）

観覧自由 無料

12:30 14:45 Curu-Rino ワークショップ　紙や布を使った小物入れ作り あつまるスタジオ
雑貨ゆかし
☎090-7035-1200（棚林綾女）

事前募集・当日参加可・
見学自由

材料費500～1,500円

13:00 16:00 「授業の鉄人」上映会 かんがえるスタジオ
NPO法人　授業改革学会
wago0506@yahoo.co.jp
☎090-8555-0031

見学自由 無料

13:15 14:45 お母さんのための小さな手仕事「くるみの赤ちゃん」 つながるスタジオ
幼稚舎サンタセシリア
☎058-246-1648

事前募集・当日参加可・
見学自由

材料費500円

14:15 15:45 シンポジウム「芸術と平和について」 みんなのホール
ぎふ平和美術展委員会
☎0575-28-5177（伊藤）

観覧自由 無料

15:15 16:45 HITキャラクトロジー®心理学子育て入門講座 あつまるスタジオ
河野
rose.bluemoon1109@gmail.com

事前募集・当日参加可 1,500円

18日（日） 9:00 11:00 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・当日参加可 1,000円

9:15 10:30 朝ヨガしよう　～初めての方もお気軽にご参加ください～ おどるスタジオ
菅野
kinokono3yoga@gmail.com
☎090-7861-0737

事前募集・当日参加可 1,000円

10:00 11:30 ダンボールコンポスト講座 かんがえるスタジオ
岐阜市低炭素・資源循環課
☎058-214-2179

事前募集 無料

11:00 13:00
夏休み　子ども向けプリザーブドフラワー　親子でドリー
ミーパフェを作ろう

つながるスタジオ
滝
☎090-1280-5899

事前募集・見学自由 2,050円

①11:15
②12:00

①11:50
②12:45

①おなか引きしめピラティス
②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
①②いずれか参加
800円・両方だと1,500
円

12:00 14:00 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

事前募集・当日参加可・
見学自由

3,300円

12:30 17:30 夏休み親子撮影会 あつまるスタジオ
久保倉　千明
info@semmei3.com

事前募集 3,900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（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

13:30 15:30
精神障がい者家族会「岐阜市あけぼの会」講演会　「居場
所・当事者会について」

かんがえるスタジオ
岐阜市あけぼの会
☎090-7617-5990（服部）

関係者・当日参加可・障
がい者/家族/支援者な
ど

無料

13:30（開場
13:00）

16:00 QBB　結成10周年記念ライブ みんなのホール
Quadrifoglio Big Band
☎090-4229-3365（山口）

事前募集・当日可 無料

17:30 20:30 婚活イベント 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 3,000円予定

19日（月）
①10:05
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/english
/

事前募集
１回800円・6回チケッ
ト4,000円

10:10 11:45
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

エアロビクスのみ
500円・ZUMBAのみ
700円・両方参加800
円

10:30 11:30 産後バランスボール 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～

10:30 12:30 岐阜県中学校国語科研究部会　夏季研修会 みんなのホール
岐阜県中学校国語科研究部会
☎0584-75-2660（塚本）

関係者

12:00 13:45 ママが作る世界でたった1つの家族絵本ワークショップ つながるスタジオ
マミーズハグ
http://mommyshug.peewee.jp

事前募集 有料

12:00 14:00 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

事前募集・当日参加可・
見学自由

3,300円

16:30 17:30 色彩知育 あつまるスタジオ
夏希　美伶
☎090-7859-6672

事前募集 1,000円

17:00 19:00 フラダンスレッスン おどるスタジオ
Hálau 'O Ku'uleialohamaikalá
aco.kuuleialoha@gmail.com

事前募集・見学自由・詳
しくはメールにてお問い
合わせください

無料

20日（火）
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） 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 11:50 読書サークル協議会文学講座　古典文学講座 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

12:30 13:30 ニューヨーク生まれのエクササイズ　ジャイロキネシス® おどるスタジオ

穴井
anaigyrokinesis@gmail.com
インスタグラム@yre_gyro
☎080-7079-4471（18:00以降）

事前募集・当日参加可・
見学自由

初回500円・通常価格
1,500円

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスクラブ あつまるスタジオ

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　ラムールL'amour
☎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

14（水）～18（日） 9:00
18:00（18日は

16:00）
第50回記念ぎふ平和美術展 みんなのギャラリー

伊藤
☎0575-28-5177

観覧自由 無料

15（木）～16（金） 9:00 17:00 平和展2019『原爆・平和について学ぶ』 ドキドキテラス
岐阜市職員労働組合連合会
☎058-266-5577

観覧自由 無料

20（火）～25日
（日）

10:00（20日は
13:00）

18:00（25日は
16:00）

グループ　游（ゆう）展 みんなのギャラリー
グループ游
☎058-371-0783

観覧自由 無料

毎日 10:30 11:45
モーニングイベント
「カイ ノン カイ」＆「ストラップづくり」

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
（27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4木曜（22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 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
（11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 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。


