
　

２　月　前　半　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（火） 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

関係者

2日（水） 9:00 12:00 三味線練習 おどるスタジオ
三味線　奏の会
☎058-387-0683

関係者

9:00 16:00 楽笑会　己書　体験と幸座 あつまるスタジオ
楽笑会　楽笑元気道場
☎090-8545-7290（桂川）

事前募集・空きあれば当
日可・見学自由

初回1,000円・大人2,000
円・小人1,000円・筆ペン
貸出し

10:00 11:30 第３回　お金の話をしよう。つみたてNISAって何？ つながるスタジオ
タネマキハナコ
☎090-6464-3916
タネマキハナコ　インスタグラムDMにて

事前募集・空きあれば当
日可
1回のみ参加も可

1,500円

13:30 14:30 みさと笛　体験 かんがえるスタジオ
現代邦楽会みさと笛岐阜雅の会
☎090-3952-2886（藤本）

予約不要・見学自由 500円楽譜・笛貸出料

3日（木） 10:00 13:00
部屋の片づけは思考の整理から！
ライフオーガナイザー入門講座（思考の整理編）

かんがえるスタジオ
伊藤
c.hchiha37@gmail.com

事前募集 3,300円

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・月謝割有り

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　いとう
☎090-3389-1979

事前募集・空きあれば当
日可

月謝有り
体験無料

14:35 15:35
いつからでも始められるバランスボールエクササイズ・
ストレッチ

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1,500円

4日（金） 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

7日（月） 10:30 11:20
Sun Son English♪（0～3才楽しく学ぶ親子えいごトド
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

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1,800円～

8日（火） 10:00 11:50 現代文学講座 みんなのホール
岐阜市読書サークル協議会
☎058-237-4237（門屋伸子）

事前募集・空きあれば当
日見学可

4,000円（4月入会時）

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスのレッスン つながるスタジオ
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

関係者

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・ﾌﾟ
ﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ4,600円・草
月流生け花2,500円・ﾓﾀﾞﾝ
生け花3,200円

9日（水） 10:00 11:30 子育てセミナー おどるスタジオ
家庭倫理の会　岐阜市
☎090-3258-0068

事前募集・空きあれば当
日可・予約不要

未会員のみ500円

10:00 11:30 第４回　お金の話をしよう。つみたてNISAって何？ つながるスタジオ
タネマキハナコ
☎090-6464-3916
タネマキハナコ　インスタグラムDMにて

事前募集・空きあれば当
日可
1回のみ参加も可

1,500円

10:00 15:00 あかちゃん撮影会 あつまるスタジオ
山北
☎058-372-3378

事前募集・空きあれば当
日可

4,000円
SNS掲載可の場合3,000
円

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスのレッスン つながるスタジオ
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

関係者

19:00 20:30 ひとりミュージカル　岐阜公演 みんなのホール
ひとりミュージカル事務局
☎090-2485-3939
info@opod.jp

事前募集・空きあれば当
日可

4,000円全自由席
当日はプラス500円

10日（木）
①9:30
②10:30

①10:30
②11:30

手形アート　ワークショップ あつまるスタジオ
手形アート　からふる
kogiso.rie@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日可

800円～

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・月謝割有り

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
☎090-3389-1979（いとう）

事前募集・空きあれば当
日可

月謝有り
体験無料

13:30 15:30 フラワーレッスン あつまるスタジオ
小久保
plantier.alba@gmail.com

事前募集 3,500円

11日（金・祝） 9:30 11:30 紙芝居 かんがえるスタジオ
岐阜から日本を考える「さざれ石の会」
☎090-3209-8821

事前募集・空きあれば当
日可

無料

10:00 15:00 ワンコイン卒入学　撮影会 あつまるスタジオ
久保倉
☎090-6611-5414

事前募集 500円

11:00 11:30 第１７回道徳教育奨励賞表彰式 みんなのホール
岐阜県道徳教育奨励協会
☎090-3159-0981（須賀）

関係者

14:00 16:00 がん体験者さんのおしゃべり会「きよまるcafe」 かんがえるスタジオ
NPO法人わたしのがんnet
担当：岡本
kiyoko1207@ccn.aitai.ne.jp

事前募集・空きあれば当
日可

無料

12日（土） 9:30 11:30 第33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

無料

10:00 11:30 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日（日） 9:00 13:00 イングリッシュキッズダンス つながるスタジオ
ユリダンスセンター
☎090-1233-6367

事前募集 無料

10:00 15:00 ワンコイン家族写真　撮影会 あつまるスタジオ
久保倉　千明
info@semmei3.com

事前募集 500円

13:00 14:30 着物ミニショー かんがえるスタジオ
(一財）民族衣装文化普及協会
☎090-2261-8293（中村　美佐子）

予約不要 無料

13:00 16:00 Halau Hula 'O Ka Lei Nani おどるスタジオ
戸本
☎090-9921-9501

事前募集・空きあれば当
日可

無料

14日（月） 10:00 15:00 チャレンジしよう かんがえるスタジオ
山下
☎090-4089-1256

予約不要 材料費　500円

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1,800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

15日（火） 10:00 11:50 歴史講座 みんなのホール
岐阜市読書サークル協議会
☎058-237-4237（門屋伸子）

事前募集・空きあれば当
日見学可

4,000円（4月入会時）

10:00 12:00 お片づけお茶会～片づけについて気軽に話そう～ おどるスタジオ
伊藤
c.hchiha37@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日可

1,500円

10:15 11:45 片付け名人になって、子供も片付け上手に！ あつまるスタジオ
ミラクルマジック
☎058-208-2745

事前募集・空きあれば当
日可

1,000円（税込）

13:00 14:50 古典文学講座 みんなのホール
岐阜市読書サークル協議会
☎058-237-4237（門屋伸子）

事前募集・空きあれば当
日見学可

4,000円（4月入会時）

①13:15
②14:30
③16:10

①14:15
②16:00
③16:55

フラダンス体験会
①初体験　②経験者　③子供クラス

おどるスタジオ
アロハナニ
kaleo-ieie@theia.ocn.ne.jp

事前募集・空きあれば当
日可

初体験受講500円

15:00 17:00 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・ﾌﾟ
ﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ4,600円・草
月流生け花2,500円・ﾓﾀﾞﾝ
生け花3,200円

2日（水）～4日
（金）

9:30
17:00

(４日は
14:30）

第62回　岐阜地区ふれあい教育展 みんなのギャラリー
岐阜地区特別支援教育研究会
岐阜特別支援学校　事務局　北川
☎058-239-2821

見学自由 無料

11（金・祝）～
13（日）

9:00（11日
は13:00）

21:00（13日
は17:00）

2021年度ポスターグランプリinぎふ みんなのギャラリー
岐阜県印刷工業組合
☎058-295-4831

見学自由 無料

11日（金）～20
日（日）

9:00 21:00 NPOパネル展 ドキドキテラス
市民活動交流センター
☎058-264-0011（直通）

観覧自由 無料

15（火）～21
（月）

9:30
(15日13：

00)

17:00
(入場16：

30)
美濃手すき和紙を捧ぐ展 ～TOKYO2020の賞状～ みんなのギャラリー

美濃市　美濃和紙の里会館
☎0575‐34‐8111

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


