
　

９　月　21 ～ 30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

21日（土） 13:30 15:00 ダンボールコンポスト講座 おどるスタジオ
岐阜市低炭素・資源循環課
☎058-214-2179

事前募集 無料

13:30 15:00 うたごえ広場 あつまるスタジオ
NPO法人　Lifeあんしんねっト
☎090-4858-0740（クワバラ）

当日参加可 無料

14:00 16:00 岐阜市ビジネスチャレンジ支援セミナー かんがえるスタジオ
岐阜市産業雇用課
☎058-214-2358

事前募集 無料

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

22日（日） 10:00 11:30
こども色彩知育教室体験ワークショップ　2才半～小学6年生
対象

つながるスタジオ
夏希　美伶
☎090-7859-6672

事前募集・当日参加可
3,500円・兄弟割1人
500円引き

10:00 12:00 水谷式　コラージュセラピー かんがえるスタジオ
ミニバラ研究所
☎090-2920-1732（水谷）

事前募集・当日参加可
子ども1,000円・大人
1,500円

10:00 16:00 Heart Warm Place　ハンドマッサージ、ヘア＆メーク体験 おどるスタジオ
POLA el amor
☎058-272-8989

当日参加可・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

13:00 17:30 婚活セミナー 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 5,000円

13:30 16:00 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・空きあれば
当日可

3,000円・写真掲載不
可の場合4,000円

14:00 15:00 ギター・ウクレレ　相談会 つながるスタジオ
むとうギター教室
☎090-4119-9997

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

18:15 20:45 幸せな恋愛・結婚をする3つの秘訣とは？ つながるスタジオ
ソフィスティブライズ　絵理
sophistybrides@gmail.ocm
☎090-9191-4835

事前募集・当日参加可 無料

18:30 20:30
他人の評価に振り回されたくない方へ～ブッダに学ぶ自分軸
講座

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

23日（月・祝） 9:30 16:00 日本コロムビア吟剣詩舞大会 みんなのホール
近代詩吟照風流
☎0583-71-2667（宗家　田中照風）

観覧自由 無料

①10:00
②13:00

①12:00
②15:00

子供ロボットプログラミング大作戦 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
info@internetsystems.jp
☎058-252-2726

事前募集・当日参加可 参加費2,000円

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

18:00 20:00 「哲人王～李登輝対話篇」上映会 みんなのホール
「哲人王」上映推進委員会
☎090-1287-1103（出口）
☎080-3627-9332（興梠）

当日参加可・見学自由・
全自由席です

大人1,500円・高校生
以下800円

18:30 20:30 古事記の神様に学ぶ開運暦 in 岐阜 かんがえるスタジオ
シラスの会　中部支部
oracle@takumipromotion.com

事前募集・当日参加可 3,000円

24日（火）

25日（水） 9:00 10:00
ピラティス　グループレッスン—柔軟な背骨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 1,000円

9:00 12:00 邦楽・三味線　奏の会 つながるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366

見学自由 無料

12:15 14:00 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
☎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

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・見学自由 3,500円

15:00 17:00 ヨガ おどるスタジオ
地曳　まみ
jibikimami0817@gmail.com

事前募集・当日参加可 2,000円

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

19:30 20:30 ユキ　ヨガレッスン おどるスタジオ
ユキ・ヨガレッスン
☎090-2684-3458

当日参加可 1,000円

26日（木） 10:00 12:15 自分の未来のために能力を伸ばす！ おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集
3,000円・託児無しは
2,000円

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 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
☎090-4087-6929

事前募集 初回1,000円

14:15 15:40 社交ダンス練習 かんがえるスタジオ
エミ・コスモス会
☎090-3857-7292

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

17:00 18:30 季節を楽しむフラワーレッスン つながるスタジオ
米山
hanatsuzuri@gmail.com

事前募集・見学自由 3,500円

休　　館　　日

９月２９日（日）　メディコスまつり　フム・ドキ・ワイワイ　　　　　　　　　　　　　♪詳しくはチラシまたはホームページをご覧ください♪

〒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

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

27日（金） 9:30 11:30 ライフオーガナイズ　利き脳　片づけ収納術講座 つながるスタジオ
伊藤
c.hchiha37@gmail.com

事前募集 3,780円

10:00 11:15 ジュエルキッズ　お遊び会 かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎058-5332-8747

事前募集 500円

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

12:00 14:00 己書体験会　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・小人
1,000円・体験1,000
円・筆ペン貸出あり

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 無料

18:30 20:30 データベース講習会 かんがえるスタジオ
岐阜市立図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

28日（土） 13:30 15:30 岐阜薬科大市民公開講座「学んでみよう、くすりと薬大」① かんがえるスタジオ
岐阜薬科大学
☎058-237-3931

事前募集・空きがあれ
ば当日受付可

9/28の①を含む全5
講座で2,500円

29日（日） 10:00 20:00 メディコスまつり　フム・ドキ・ワイワイ 1階
市民活動交流センター
☎058-264-0011

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料
（一部有料あり）

16:00 17:30 シビックプライドセンターセミナー かんがえるスタジオ
市民活動交流センター
☎058-264-0011

事前募集 無料

30日（月） 10:30 11:30 産後バランスボール（育児に必要な体力をつけよう！！） 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～

10:30 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・見学自由 初回1,000円

17日（火）～23日
（月・祝）

9:00（17日は
13:00）

17:00（23日は
15:00）

荒井水墨画サロン水墨画展 みんなのギャラリー
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

観覧自由 無料

火・木 18:30 20:30
外国人のための日本語講座　プレクラス
※初級Ⅰ受講者対象

あつまるスタジオまた
はワイワイサークル

（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 要問合せ

火・木 18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅰ
あつまるスタジオまた
はワイワイサークル

（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 要問合せ

月・水 18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅱ
あつまるスタジオまた
はワイワイサークル

（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 要問合せ

金 18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級EX
あつまるスタジオまた
はワイワイサークル

（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 要問合せ

土日祝（16日は
除く）

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
（24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

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
（22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（27日は除
く）・第4木曜（10
時～12時・13時

～18時））

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。


