
　

10　月　後　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

16日（土）
① 9:30
②10:30

①10:20
②11:20

①Sun Son English♪（しっかり学ぶキンダークラス）
②Sun 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

①2,500円・②1,600円

9:30 12:30 終活相談会 あつまるスタジオ
生活協同組合コープぎふ
☎058-370-6038

事前募集 無料

14:00 16:00 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

500円

17日（日） 9:00 13:00 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（山本）

事前募集 無料

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
☎090-6804-9007
mercijart@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日可

3,000円（初回2,000円）

10:30 16:00 岐阜市防災フェア2021

みんなの広場カオカ
オ、せせらぎの並木テ
ニテオ、かんがえるスタ
ジオ、ドキドキテラス

岐阜市　都市防災部
☎058-267-4763

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・見学無料

14:00 16:00 「きよまるcafe」　がん体験者さんのおしゃべり会 おどるスタジオ
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

18:00 20:00 夜の婚活カフェ おどるスタジオ
HAPPY SMILE
happysmile@yume-coco-net
☎090-7308-3796（抜水）

事前募集 3,000円

18日（月） 10:00 15:00 チャレンジしよう！ かんがえるスタジオ
縁の会
☎090-4089-1256（代表　山下）

見学自由・予約不要 材料費のみ

10:15 11:30 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus つながるスタジオ
Sunny Circus　松田友希
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800円

10:30 11:30 産後バランスボール（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～

10:30 12:50 ユング心理学でもっとHappyになる あつまるスタジオ
心理セラピーさふよし
☎080-2612-9001

事前募集・空きあれば当
日可

1,000円

18:00 19:30 ドイツ語講座 あつまるスタジオ
岐阜日独協会
☎090-8866-3521（小栗）

予約不要 無料

19日（火） 13:00 14:50 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 16:00 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
ﾀﾞﾝ生け花3,200円・ﾌﾟﾘｻﾞｰ
ﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ4,600円・草月流
生け花2,500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・ﾓ
ﾀﾞﾝ生け花3,200円・ﾌﾟﾘｻﾞｰ
ﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ4,600円・草月流
生け花2,500円

20日（水） 9:00 12:00 三味線練習 つながるスタジオ
三味線　奏の会
☎058-387-0683

事前募集・空きあれば当
日可

無料

10:30 11:20
Sun Son English♪（1～3才　楽しく学ぶ親子えいご
ABCクラス）

あつまるスタジオ
Sun Son English♪（sae）
sae00329@gmail.com
http://ameblo.jp/33eigo/

事前募集・空きあれば当
日可

2,000円

10:30 12:30 かしこいお金のふやし方セミナー かんがえるスタジオ
（株）ライフプラザパートナーズ
☎090-6578-9794（富成）

事前募集 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・空きあれば当
日可

花材3,600円

15:00 21:00 空き家塾 かんがえるスタジオ
NPO岐阜空き家・相続共生ネット
☎058-253-5255（名和　泰典）

事前募集・空きあれば当
日可・見学自由

無料

21日（木） 10:00 11:30 ぞうさんクラブ研修会 みんなのホール
岐阜市防犯・交通安全課
☎058-214-4964

関係者

①10:00
②11:00

①10:45
②11:45

子育て支援センター　ゆずりは　リトミックあそび あつまるスタジオ
子育て支援センターゆずりは
☎058-239-0134

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 つながるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご
持参下さい

体験500円・月謝割有

10:30 11:30 ぎふママカレッジ　ママのためのヨガ おどるスタジオ
ぎふママカレッジ
gifumamacollege@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日可・見学自由

500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　10月例会 あつまるスタジオ
日本リアリズム写真集団
☎090-3154-2546

予約不要 無料

18:00 21:00 楽笑会　己書　体験と幸座 かんがえるスタジオ
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1,000円・筆ペン貸
出し

22日（金） 10:00 11:00 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

10:00 11:30
好きを仕事に私らしくハナマルに生きるファーストス
テップ交流会

かんがえるスタジオ
ハナマルの木
nokmay31@yahoo.co.jp

事前募集 3,000円

10:00 12:00 骨格リセット教室 つながるスタジオ
鈴木
☎090-5623-7340

事前募集 1,000円

23日（土） 13:00 15:00 リトルコンサート みんなのホール
北川音楽教室
☎058-382-6377

関係者

24日（日） 10:00 11:30 スタジオミレド発表会 みんなのホール
スタジオミレド
☎058-337-2878
http://www.miledo-musicstudio.com

関係者・見学自由 無料

25日（月） 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
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1,000円・筆ペン貸
出し

10:00 13:00 ライフオーガナイザー入門講座　思考の整理編 おどるスタジオ
伊藤
c.hchiha37@gmail.com

募集あり 3,300円（税込）

10:00 13:00 鈴乃会　着付　和装文化勉強会 かんがえるスタジオ
鈴乃会
☎0574-54-3125

関係者

〒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

10:30 11:30 産後バランスボール（運動不足解消） 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～

13:30 15:00
第71回社会を明るくする運動岐阜市推進委員会　自
主研修会

みんなのホール
社会を明るくする運動岐阜市推進委員会事務
局（岐阜山県保護区保護司会）
☎058-264-9331

関係者

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）

27日（水） 10:00 11:30
シビックプライドとメディアコスモスのこれから
～メディコス文化道がつなぐ本とまち～

おどるスタジオ
わの会母親カウンセラーネットワーク
wanokai39@yahoo.co.jp

予約不要 非会員500円

13:30 14:30 みさと笛　体験 つながるスタジオ
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 楽譜代・笛貸出料500円

13:30 15:30 ふるさとの宝物を歴史歌物語で考える みんなのホール
岐阜市まちづくりサポートセンター
☎090-3930-5130

事前募集・当日参加・見学
（観覧）自由

無料

13:30 15:30 セカンドキャリア合同会社説明会 みんなのギャラリー
生涯現役促進地域連携事業運営事務局
☎058-215-5511

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）

28日（木）
①9:30
②10:30

①10:30
②11:30

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

事前募集・空きあれば当
日可

800円～

10:00 12:00 おさなごはっけんくらぶ かんがえるスタジオ
岐阜友の会
☎0575-28-6836

事前募集・空きあれば当
日可

300円＋材料費実費

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
持参下さい

体験500円・月謝割有

12:15 13:25 Relax yoga つながるスタジオ
Comienzo TAMAKI
☎090-4236-1395

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

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・見学参加自由 無料

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・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）

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

29日（金） 9:00 12:00 三味線練習 つながるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366（松原）

事前募集 無料

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

15:00 17:00 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

無料

30日（土） 9:00 12:00 これからの時代を生き抜くための　おカネの勉強会 かんがえるスタジオ
宮下
☎080-7417-6225

事前募集 無料

① 9:30
②10:30

①10:20
②11:20

①《限定イベント》サンタさんに手紙をかこう！
②Sun Son English♪（1～3才楽しく学ぶ親子ABCクラ
ス）

あつまるスタジオ
Sun Son English♪（sae）
sae00329@gmail.com
http://ameblo.jp/33eigo/

事前募集・空きあれば当
日可

①3,000円・②2,000円

13:00 14:30
恋愛心理ワークショップ～あなたの恋愛・パートナー
シップを邪魔するものは何？～

つながるスタジオ
大倉
order.made.wedding.ai@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日可

8,000円

14:00 15:30 ジャズピアノと絵本ライブ みんなのホール
フォーストーリーズ（佐橋）
☎090-4857-1541

事前募集・空きあれば当
日可

無料

14:00 16:30 紙の葉っぱのミュージアム かんがえるスタジオ
ペーパーリーフアート倶楽部
rock.e.planning@gmail.com
☎090-9896-6078（岩越）

予約不要
ラミネートする場合は100
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

17:40 20:00 ベルピアニスタピアノコンサート みんなのホール
ベルピアニスタ
☎058-297-3615

関係者 無料

31日（日） 10:15 11:45 コンテンポラリーダンス おどるスタジオ
タキセマイ
dancepeach659@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日可

2,000円

10:30 12:30 かしこいお金のふやし方セミナー あつまるスタジオ
（株）ライフプラザパートナーズ
☎090-6578-9794（富成）

事前募集 無料

13:00 17:00 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（山本）

事前募集 無料

14:00 16:00 キャリア支援セミナー かんがえるスタジオ
NPO法人おとなのキャリア支援室
npo.otokyari@gmail.com
☎090-7866-8880（杉本）

事前募集・空きあれば当
日可

全席自由500円

19（火）～25
（月）

9:30 17:00 加藤　徹写真展　「地歌舞伎に生きる」 みんなのギャラリー
加藤　徹
☎090-3381-7451

見学自由 無料

23（土）～24
（日）

10:00 16:30 公共交通フェスタ2021

かんがえるスタジオ・お
どるスタジオ・つながる
スタジオ・あつまるスタ
ジオ・みんなの広場カオ
カオ

岐阜市総合交通協議会
☎058-214-2016

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


