
　

８　月　１～１０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

1日（木） 10:30 11:30 ママヨガ つながるスタジオ
yuju yoga
☎090-4448-7675（村田）

事前募集・当日参加
可・見学自由

初回1,000円

13:30 15:30 電子工作×防災課題　雨量計をつくろう あつまるスタジオ
（一社）Do It Yourself
☎090-1820-9366（東　善朗）

事前募集 1,000円

18:00 20:00 フラダンスレッスン おどるスタジオ
Hálau 'O Ku'uleialohamaikalá
aco.kuuleialoha@gmail.com

見学自由
見学無料・事前にお問
い合わせ下さい

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・当日参加
可

要問合せ

2日（金） 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 親子おかたづけ教室 かんがえるスタジオ
田立
☎090-6768-8210

事前募集・見学自由 800円（材料費込）

10:00 15:00 第5期　子ども司書養成講座（４日目） 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

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

事前募集・空きあれ
ば当日可

1,000円

13:15 14:45
夏休み親子特別企画「なりたい自分に会いに行こう
Being up シートセッション」

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

事前募集・空きあれ
ば当日可

親子で2,000円・子ども
追加1人＋500円

18:30 20:30 山女子クラブ岐阜校　安全登山教室 つながるスタジオ
山女子クラブ岐阜校
☎090-8734-2308（山本邦雄）

当日参加可 資料代1,000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

3日（土） 10:00 11:00 キッズタッチ①　親子レクヨガ編 おどるスタジオ
ほっぺの会
☎058-5332-8747（宇野）

事前募集 1組500円

10:00 12:00 ぎふライブラリークラブ　定例がやがや企画会議 協働のへや
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料

10:00（9:30開場） 12:00 立志教育支援フォーラム みんなのホール
NPO岐阜立志教育支援プロジェクト
☎058-276-3888

事前募集・当日参加
可

無料

10:30 12:00 市立女子短期大学の講座 かんがえるスタジオ
岐阜市立女子短期大学
☎058-296-3131

事前募集 受講料1,000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

11:00 20:30 2019夏フェス！！
みんなの広場　カオカ
オ

NPO法人Kizuna Global
www.npo-kizuna.com/

参加自由

17:15 19:45 ゲーム限界都市の体験会 つながるスタジオ
（一社）Do It Yourself
☎090-1820-9366（東　善朗）

見学自由 無料

4日（日） 9:10 11:00 笑い文字　ありがとう講座 あつまるスタジオ
笑い文字（國江）
☎090-2779-1698

事前募集・当日参加
可

3,240円

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

12:30 14:30 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
kaiyuen@hotmail.co.jp
☎090-4260-3877

見学自由 無料

13:00 15:00 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 15:00 YA特集コーナーを作ろう 協働のへや
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 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

13:00 音楽座プレゼンツ　2019サマーフェス
みんなの広場　カオカ
オ

NPO法人　音楽座ぎふ 観覧自由 無料

14:00 16:30 令和元年度　第1回岐阜市生物多様性シンポジウム かんがえるスタジオ
岐阜市環境保全課
☎058-214-2151

事前申込不要 無料

①15:30
②17:30

①17:00
②19:00

婚活イベント　　浴衣 de 婚活 あつまるスタジオ
はなしま専科
☎080-3774-6351

事前募集・当日参加
可

男性5,980円・女性
1,500円

5日（月） 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～

13:00 15:00 君が読みたい本はどこ？めざせ図書館マスター！ 2階　おはなしのへや
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

13:30 15:00 戦争体験を語り継ぐ夕べ かんがえるスタジオ
おもと会　事務局　田中
☎080-4307-1335

当日参加可 無料

6日（火） 10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座　現代文学講座 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 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

10:30 11:30 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

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
http://gifuscdc.main.jp
☎058-262-1656

見学自由 無料

15:30 16:30 海のいきもの　ハーバリウム　1DAY講座 つながるスタジオ
ソレイユ
☎090-2779-4168（小島）
soleil-sun@yk.commufa.jp

事前募集・見学自由 1,000円

7日（水） 9:00 10:00
ピラティスグループレッスン―ぺたんこお腹づくりのエク
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

9:30 15:30 高校生のための囲碁講座・囲碁大会 かんがえるスタジオ
羽島北高校　高文連囲碁部会事務局
☎058-388-3611

事前募集・見学自由 200円
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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

10:00 12:00
映画『いただきます』上映会～いのちを育む食事してい
ますか～

みんなのホール
うめやママ
☎090-6610-0237（猪辺）

観覧自由 無料

10:30 11:30
ママカレCafe　手作り虫よけスプレーを作ろう！夏の子
どもとママのお肌ケア

つながるスタジオ
ぎふママカレッジ
gifumamacollege@gmail.com

事前募集・当日参加
可

500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

13:00 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 3,500円

16:00 17:30 己書心和道場 つながるスタジオ
己書心和道場
☎080-4309-7250（永井）

事前募集・当日参加
可

2,000縁、初回・子供半
額

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

18:15 20:45 エステ体験 つながるスタジオ
徳田
☎090-9443-0716

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

18:30 20:00 社長の可処分所得をトコトン増やす具体策 あつまるスタジオ
花木　大介
☎090-2132-6228

事前募集・当日参加
可

3,000円

8日（木） 10:00 12:00 夏休み特別企画！学研のママ先生体験会 あつまるスタジオ
学研教室
☎058-253-9380

事前募集・当日参加
可

無料

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

10:30 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

13:30 16:45
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

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

9日（金） 10:00 12:00 子育て勉強会　スマイル（夏まつり） 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） 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 17:00 ぎふまるっと介護 みんなのギャラリー
（一社）岐阜県介護福祉士会
☎058-322-3971

観覧自由 無料

10:30 13:30 ～天然の香り体験～ あつまるスタジオ
art-salon凛華（長野）
☎090-7319-2829

当日参加可・見学自
由

無料

13:00 15:00 君が読みたい本はどこ？めざせ図書館マスター！ 2階　おはなしのへや
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

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

見学自由 無料

13:30 15:00
スマホ脳過労って知っていますか？（ぎふまるっと介護
公開セミナー）

みんなのホール
（一社）岐阜県介護福祉士会
☎058-322-3971

観覧自由 無料

10日（土） 9:00 12:00 第3回　CoderDojo岐阜 かんがえるスタジオ
CoderDojo岐阜
hello@coderdojo-gifu.org

事前募集・空きあれ
ば当日可・見学可

無料

10:00 11:00 第20回　並木道読書会 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

10:15 18:45 ゲーム限界都市の体験会 つながるスタジオ
（一社）Do It Yourself
☎090-1820-9366（東　善朗）

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

14:00 15:30
特別支援学級、特別支援学校の子のためのシュタイ
ナー芸術教育　夏休み体験講座

あつまるスタジオ
にじのわ会
☎090-1746-9943

事前募集 教材費1,000円

13:00 17:00 Gifu WordPress Meetup #12 かんがえるスタジオ
Gifu WP Meetup
gifuwpmeetup@gmail.com

事前募集・空きあれ
ば当日可・見学可

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

7/31日（水）～6
日（火）

10:00
16:00（6日は

15:00）
夏休み子ども人権パネル展 ドキドキテラス

岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

観覧自由 無料

2日（金）～6日
（火）

9:00 18:00 夫婦展（板倉稔・秀好） みんなのギャラリー
板倉
☎090-1781-0990

観覧自由 無料

10日（土）～12日
（月）

10:00
19:00（12日は

17:00）
あのね、 みんなのギャラリー

あのね、
☎090-8678-2982（近藤　菜摘）

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 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
（7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
（3、4、10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。


