
　

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（木） 14時00分 16時00分 社交ダンス　エミ・コスモス会 おどるスタジオ
社交ダンス　エミ・コスモス会
☎090-3857-7292

事前募集 500円

2日（金） 9時00分 12時00分 手話勉強会 あつまるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

見学自由 無料

14時00分 15時30分 癒しのオカリーナ演奏会 みんなのホール
オカリーナ桜
☎090-6616-1907

観覧自由 無料

18時30分 20時30分 ビジネス支援セミナーⅡ 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

3日（土） 9時30分 10時45分 朝ヨガ おどるスタジオ
そらヨガサークル
sunflower.chisama@gmail.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,500円

9時30分 12時00分 土曜日の才能開花教育 かんがえるスタジオ
岐阜市教育研究所
☎058-241-2114

事前募集 無料

10時30分 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時00分 15時00分 親子バレエ おどるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

13時30分 17時00分 第8回　WordBench岐阜 あつまるスタジオ
WordBnech岐阜
wbgifu@gmail.com

事前募集 500円

14時00分 15時15分
本de子育てカフェ中高生編「ヤングアダルト、若者のため
の小説～大人になる前に出会いたい本たち～」

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時00分 15時30分
岐阜の児童文学座談会「岐阜に咲いた児童文学」～雑誌
コボたちに集まった人々～

2階　南東読書ス
ペース

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

15時00分 17時00分 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・見学自
由

無料

16時00分 18時00分 チェロの波　２０１８ みんなのホール
チェロの波
miyakoshi@syd.odn.ne.jp
☎058-233-5390

観覧自由 無料

4日（日） 9時30分 10時45分 ジャイロ＆ヨガ あつまるスタジオ
ジャイロ＆ヨガ
gracia24@ezweb.ne.jp

事前募集・当日参加
可

1,000円

10時00分 11時00分 ピラティス　グループレッスン おどるスタジオ
ピラティスルーム　スミカ
☎080-3628-1771

事前募集 1,000円

10時00分 11時30分 英語多読フォローアップ講座～多読の世界を楽しもう～ 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・先着 無料

13時30分 17時00分
講座「災害時の外国人支援を考える～サポーター研修
～」

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 無料

13時30分 15時00分 笑い文字　ありがとう講座 あつまるスタジオ
笑い文字普及協会
☎090-2779-1698（國江）

事前募集・当日参加
可

3,240円

14時00分 16時00分
作家と語ろうin岐阜「わたしのライブラリー～賢治×北の
風土×わたしの暮らし方～」

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・先着 無料

16時00分 18時00分 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・見学自
由

無料

5日（月） 10時00分 14時00分 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus あつまるスタジオ
Sunny Circus
sunnycircus.1.2.3@gmail.com
☎080-5116-6991（松田）

事前募集 2,800円

10時10分 11時45分
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

13時30分 16時30分 街づくり講演会2018～木造建築物と地域づくり～ みんなのホール
（公財）岐阜県建設研究センター
☎0584-81-1332

事前募集・当日参加
可

無料

18時00分 20時30分 山女子クラブ　岐阜校　登山勉強会 つながるスタジオ
山女子クラブ岐阜校
☎090-8734-2308（山本邦雄）

事前募集・当日参加
可

1,000円

6日（火） 10時00分 11時50分 平成29年度文学講座　現代文学講座 かんがえるスタジオ
岐阜市読書サークル協議会
☎058-247-9362

事前募集 年額4,000円

10時30分 11時30分 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
kokokara.barabo@gmail.com
☎090-4087-6929

事前募集・当日参加
可

1,000円

14時00分 15時30分 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
☎058-398-3655

当日参加可 3,300円

15時30分 17時00分
フラワーサークル　L'amour（ラムール）・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）
lei4026@icloud.com　☎090-6595-
4195

事前募集 3,500円

18時00分 21時00分 フラワーサークル　L'amour（ラムール） かんがえるスタジオ
フラワーサークル　L'amour（ラムー
ル）
☎090-6595-4195

事前募集 3,500円

18時30分 20時30分 ドイツ語講座 おどるスタジオ
岐阜日独協会
☎058-387-4596

当日参加可 無料

7日（水） 14時30分 16時00分
市民セミナー「ルネサンスの街・フィレンツェで生きる人々
の誇りと暮らし」

かんがえるスタジオ
岐阜インテリアコーディネータークラ
ブ
http://www.conet-gifu.com

事前募集 無料

8日（木） 9時00分 10時00分 ウォーキングレッスン おどるスタジオ
岩田
etoilebeatygrace878@gmail.com

事前募集・当日参加
可

3,000円

10時30分 11時30分 産後バランスボール（育児に必要な体力をつけよう！） 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
受講料・ボールレンタル
料・保険料込1,800円

12時30分 13時30分
赤ちゃん連れてOK　お一人様もOK　バランスボールエク
ササイズ

おどるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会
uchimika8739@gmail.com（藤田美香）

事前募集・当日参加
可

1,500円

13時30分
（開場13時00分）

15時00分 マリア・カラス伝説のオペラ座ライブ みんなのホール
シネマ・コンサートの会
☎090-8194-4804

当日参加可
当日2,800円・前売2,500
円

13時30分 15時00分 オレンジカフェ かんがえるスタジオ
岐阜市地域包括支援センター中央北
☎058-213-0128

当日参加可 100円

14時00分 16時00分 やさしいフラとステップアップフラ おどるスタジオ
ミリミリフラスタジオ
☎090-9900-7293

当日参加可・見学自
由

1,000円

15時30分 17時30分 毎月２木集まって情報交換会 つくるスタジオ
市民活動交流センター
☎058-264-0011

関係者・見学自由

18時15分 20時45分 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回1,000円

18時30分 19時30分 毎月２木集まって情報交換会 つくるスタジオ
市民活動交流センター
☎058-264-0011

関係者・見学自由

9日（金） 10時00分 12時00分 姿勢と歩き方で全身シェイプアップ おどるスタジオ
ポスチュアウォーキング
yamada@posturewalking.jp
☎090-6468-1416（山田）

事前募集・当日参加
可・見学自由

3,500円

10時15分 11時45分 ママとベビーのえいごであそぼ！ あつまるスタジオ
マミーズハグ
https://mommys-
hug.amebaownd.com

事前募集・見学自由 １回800円・6回分4,000円

13時00分 15時00分 荒井水墨画サークル あつまるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291

見学自由 無料

15時00分 18時30分 空き家相談会 あつまるスタジオ
NPO岐阜空き家・相続共生ネット
☎058-253-5255

事前募集・当日参加・
見学自由

無料

 

住所      〒500-8076 岐阜市司町40番地5 
 

開館時間   9時00分～21時00分（中央図書館は20時00分まで） 
 

休館日     毎月最終火曜日 及び 年末年始（12/31～1/3） 
 

お問い合せ先   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 

岐阜市立図書館では、蔵書点検（資料の点検）のため、下記の日程

に臨時休館をいたします。 （１階は通常通り開館します） 

ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

平成30年2月 5日（月）～ 9日（金） ２階 中央図書館 

 

休館中は、ブックポストへ返却をしていただけます。  

（視聴覚資料など一部ブックポストをご利用いただけない資料もござ

います。） 

お問い合わせ先：中央図書館   ☎058-262-2924 



　
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

19時00分 21時00分 ヨガ おどるスタジオ
そらヨガサークル
sunflower.chisama@gmail.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,500円

10日（土） 12時00分 14時00分 親子バレエ おどるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

13時30分 16時00分 ボランティア交流会～傾聴について思いを共有しよう～ かんがえるスタジオ
岐阜市ボランティアセンター
☎058-255-5511

事前募集

14時00分 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

14時00分 16時00分 ヴァイオリン合奏レッスン おどるスタジオ
青山ヴァイオリン教室
☎058-262-6941

見学自由 無料

18時00分 20時45分 着付けサークル あつまるスタジオ
着付けサークル
☎058-263-0345

見学自由 2,000円

18時30分 「おやすみなさい」のおはなし会＠図書館 2階　図書館
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

無料

11日（日） 9時00分 11時00分 ヨガレッスン あつまるスタジオ
リフレッシュ＆リチャージ
☎090-5638-5268

事前募集・当日参加
可

1,000円

10時00分 12時00分 荒井水墨画教室 おどるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

13時00分 18時00分 ブリランテ・プリザーブドフラワー　作品展 あつまるスタジオ
Brillante（ブリランテ）
☎090-1834-0900

当日参加可・見学自
由

製作体験800円・900円

13時30分 15時30分 なないろの会　第３回アルコバレーノ　コンサート みんなのホール
なないろの会
team7716@yahoo.co.jp

観覧自由 無料

13時30分 15時00分 第4回子どもと本と遊ぶ日「杉山亮のものがたりライブ」 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時00分 16時30分 てにておラジオ公開収録
南口正面階段西側
のスペース

てにておラジオ
teniteo.radio@gmail.com

観覧自由 無料

12日（月）
13時30分

（開場13時00分）
15時00分 無料公開講座「女性文化大学」 みんなのホール

（一財）民族衣装文化普及協会
☎0120-029276

無料

17時00分 19時00分
６回連続講演　第３回山崎弁栄「人生の帰趣」を読む。講
師：若松英輔（批評家）

かんがえるスタジオ
長谷川画廊
☎058-263-4322

事前募集・当日参加
可

2,000円・学生及び未成
年者無料

13日（火） 10時00分 11時50分 平成29年度文学講座　歴史講座 かんがえるスタジオ
岐阜市読書サークル協議会
☎058-247-9362

事前募集 年額4,000円

①10時30分
②12時30分

①11時30分
②13時30分

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
kokokara.barabo@gmail.com
☎090-4087-6929

事前募集・当日参加
可

1,000円

12時30分 14時00分 ベビーマッサージ教室 かんがえるスタジオ
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

15時00分 18時00分
フラワーサークル　L'amour（ラムール）・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）
lei4026@icloud.com
☎090-6595-4195

事前募集 3,500円

14日（水） 10時00分 14時00分 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus あつまるスタジオ
Sunny Circus
sunnycircus.1.2.3@gmail.com
☎080-5116-6991（松田）

事前募集 2,800円

12時00分 16時00分 荒井水墨画アート おどるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

18時30分
（開場18時00分）

20時00分 卒業研究演奏会　室内楽の夕べ みんなのホール
岐阜聖徳学園大学短期大学部（木
許）
☎058-278-4182（直通）

観覧自由 無料

15日（木） 10時00分 11時30分 Haiku Cosmos（英語俳句の会）
2階　つながる読書
のへや

英語俳句の会
☎058-252-2768（吉村）

当日参加可 無料

10時30分 11時30分 産後バランスボール（育児に必要な体力をつけよう！） 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 受講料1,800円

13時00分 15時00分 荒井水墨画教室 あつまるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291

見学自由 無料

14時00分 16時00分 社交ダンス　エミ・コスモス会 おどるスタジオ
社交ダンス　エミ・コスモス会
☎090-3857-7292

事前募集 500円

15時00分 17時00分 やさしいフラとステップアップフラ かんがえるスタジオ
ミリミリフラスタジオ
☎090-9900-7293

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円

～12日（月・休） 9時00分 21時00分 平成29年度岐阜市ユニバーサルデザイン賞展示 ドキドキテラス
岐阜市政策調整課
☎058-214-2039

観覧自由 無料

～16日（金） 9時00分
21時00分

（16日は15時）
「平成29年度岐阜市景観賞」の受賞物件の展示
※表彰式1月31日（水）

ドキドキテラス
岐阜市まちづくり景観課内「岐阜市景
観賞」事務局
☎058-265-3985

観覧自由 無料

幼・保、中学校の
部：2月10日(土)～

13日(火)
小学校の部：2月16
日(金)～19日(月)

9時30分
16時30分

（13日と19日は12
時まで）

第70回岐阜市展「少年部」 みんなのギャラリー
学校指導課
☎058-214-2193

観覧自由 無料

11日（日）～12日
（月・休）

11日は12時30分
12日は10時00分

11日は20時30分
12日は18時00分

ZUMBA BASIC 1 おどるスタジオ
(株)JWI
☎0120-19-9680

事前募集 有料（金額は問合せ）

平日
（5～9、21日は除く）

10時30分 10時50分 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

土日祝
（3、10、17、18、25

日は除く）
14時00分 14時30分 わんこカート きららのおはなし会

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・水・木・金 14時00分 14時45分
言語かふぇ
（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1･2･4･5土日
（4日は除く）

14時00分 14時30分 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

第3土日 14時00分 14時30分 HELLO! ENGLISH　"BIG KIDS" 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時00分 15時45分 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
（4日は除く）

15時00分 15時45分 外国人のための日本語かふぇ 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

毎日 10時30分 11時45分 春節（中国）イベント 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・水
(12,21,26,28日は除

く）
18時30分 20時30分 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

火・木
(27日は除く）

18時30分 20時30分 外国人のための日本語講座　初級Ⅰ 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

金
(23日は除く）

18時30分 20時30分 外国人のための日本語講座　初級EX 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
当日参加可

要問合せ

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。


