
　

９　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（お問い合わせ先） 参加形態 料金等

1日（金） 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
http://ameblo.jp/mika7728/
☎090-4087-6929

事前募集・当日参加
可

1,000円

10時30分 12時00分 グルーデコレッスン あつまるスタジオ
アトリエカンパニュラ
amy5126maco2000@yahoo.co.jp

事前募集 体験レッスン3,000円～

13時30分 17時30分 プロダクトデザインワークショップ かんがえるスタジオ
（公財）岐阜県産業経済振興セン
ター
☎058-277-1079

事前募集 無料

19時00分 20時30分
多文化共生サロン
ブラジル流のヒップアップを学んで体験しよう

おどるスタジオ
（公財）岐阜県国際交流センター
☎058-214-7700（桂川）

事前募集・当日参加
可

無料

19時30分 20時45分 リラックスヨガと呼吸のレッスン つながるスタジオ
yoga mukῡ（ヨガ　ムクウ）
yogamukuu@gmail.com

事前募集 1,200円・初回500円

2日（土） 10時00分 12時00分 親子バレエ おどるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

見学自由 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

10時30分 12時00分
平成29年度公開講座「アルファベットの発明と空間概念
の変容－『グーテンベルクの銀河系』を読む」

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 1,000円

14時00分 17時00分 地域でつくる　子どもたちの放課後
かんがえるスタジ
オ・ドキドキテラス

岐阜OYA-KO共育委員会
keiko.gifu@gmail.com

事前募集 2,000円

16時00分 18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（山本）

当日参加可・見学自
由

無料

16時10分 19時00分 笑い文字　ありがとう講座 つながるスタジオ
笑い文字普及協会
☎090-2779-1698

事前募集・当日参加
可

3,240円・教材費込

17時45分 19時30分 ベルピアニスタコンサート みんなのホール
ベルピアニスタコンサート
☎090-6570-4420（福田）

観覧自由 無料

3日（日） 9時15分 10時45分 よいおもちゃの選び方与え方(０～３才） つながるスタジオ
magokorohibiki@gmail.com
☎090-4441-9320（山川）

事前募集 1,000円

10時00分 12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
☎090-5453-8921

見学自由 無料

10時00分 12時00分 青山ヴァイオリン教室　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

当日参加可・見学自
由

無料

10時00分 15時00分 ボランティア交流会・ボランティアの広場 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 無料

11時15分 12時15分 カルテット幼児教室（19ヶ月以上） つながるスタジオ
magokorohibiki@gmail.com
☎090-4441-9320（山川）

事前募集 2,000円

12時15分 18時00分 コツバン・ハッピープログラム習得講座 あつまるスタジオ
コツバン・ハッピー
kotuban.happy@gmail.com
☎080-5825-3939（稲田）

事前募集 6回で36,000円

13時00分 15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（山本）

当日参加可・見学自
由

無料

18時00分 20時00分 ネイル中級講座 つながるスタジオ
日本美作(株)
☎090-5868-6980（松浪）

見学自由 無料

4日（月） 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

10時10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
mommyshug.gifu@gmail.com

事前募集・見学自由
回数券6回分4,000円・１
回800円

13時00分 16時30分 NPO法人きずなの会　セミナー かんがえるスタジオ
NPO法人きずなの会
☎058-278-4377

当日参加可 無料

13時30分 16時00分 totte ワンコイン撮影会 あつまるスタジオ
みんなのスタジオ　totte
☎058-372-6630

当日参加可・当日13
時から整理券配布

500円税込

5日（火） 10時00分 11時30分
スコーレ家庭教育セミナー
「丸ごと受け止める、プラス思考の子育て術」

つながるスタジオ
（公社）スコーレ家庭教育振興協会
☎058-231-8892

事前募集・空きあれ
ば当日可

受講料500円・保育料
300円

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 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

13時30分 14時30分
赤ちゃん連れOK　お一人様参加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）

事前募集 1,500円

①13時30分
②18時30分

①15時30分
②20時30分

アドラー心理学でもっと自分を好きになる かんがえるスタジオ
市民講師女子部ぎふ
☎050-3590-6820（中村）

事前募集・当日参加
可

2,000円

6日（水） 10時00分 13時00分 美文字＆絵手紙 あつまるスタジオ
瑛泉書の会
☎090-2687-6583

事前募集 2,500円

10時15分 12時00分 使いたくなる気学塾 つながるスタジオ
市民講師女子部ぎふ
☎090-7678-5779（高橋）

事前募集・当日参加
可

4,000円

①10時30分
②11時00分

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

10時30分 11時30分 ベビーマッサージ＆ベビーヨガ体操 おどるスタジオ
柴田
☎090-7869-0555

事前募集 6回3,000円

13時30分 17時30分 プロダクトデザインワークショップ かんがえるスタジオ
（公財）岐阜県産業経済振興セン
ター
☎058-277-1079

事前募集 無料

18時00分 20時30分 「ドイツをもっと知ろう」講演会 あつまるスタジオ
岐阜日独協会
gifundk@ccn4.aitai.ne.jp
☎058-387-4596

当日参加可・見学自
由

無料

19時30分 20時40分 ゆったりヨガ つながるスタジオ
マイトリーヨガ
☎090-6619-5262（池田）

当日参加可 1,000円

7日（木） 10時00分 12時00分 マックス超念力気功 つながるスタジオ
マックス超念力気功
☎058-265-6974

当日参加可 200～5,000円

10時00分 12時30分 ハンドでプチエステ体験 あつまるスタジオ
メナード化粧品
☎090-1274-9125（土屋）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

13時00分 16時00分 フラワーアレンジメント・プリザーブドフラワー つながるスタジオ
Le. Violette
☎090-7686-9898（白木）

見学自由
フラワーアレンジメント
3,500円・プリザーブドフ
ラワー4,500円

13時30分 15時30分 長良川大学講座　第３７回文学ライブ みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

18時15分 20時45分 フラダンス 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・見学は無料

8日（金） 10時15分 11時45分 姿勢とウォーキングレッスン 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30分 11時40分 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時00分 15時00分 荒井水墨画サークル おどるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8921

見学自由 無料

9日（土） 10時00分 12時00分 親子バレエ おどるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

見学自由 無料

10時00分 12時00分 歌って楽しもう中国語 つながるスタジオ
中国語あそびサークル la-la
largo_k_caoli@yahoo.co.jp
☎080-9495-4891

事前募集・当日参加
可

1人の子どもにつき700
円

10時30分 12時00分
平成29年度公開講座「ヘミングウェイとスペイン内戦－
『誰がために鐘は鳴る』（For Whom The Bell Tolls,1940）
を中心に－」

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 1,000円

12時30分 15時00分 第３回　Word Bench岐阜 あつまるスタジオ
Word Bench岐阜
wbgifu@gmail.com

事前募集・空きあれ
ば当日可

500円

 

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 



　

日　付 開始時間 終了時間 催　事　名 場　所 主催者（お問い合わせ先） 参加形態 料金等

13時00分 14時30分
平成29年度公開講座「現代の英語小説－ポストコロニア
ル文学の世界」

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 1,000円

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15分 15時30分 鶯谷中学高等学校音楽部　第2回定期演奏会 みんなのホール
鶯谷中学高等学校
☎058-265-7571（音楽部顧問　森）

観覧自由 無料

14時00分 16時00分
岐阜市ビジネスチャレンジ支援セミナー「地の利を活かし
た経営戦略」

かんがえるスタジオ
岐阜市商工観光部企業誘致課
☎058-265-3989

事前募集 無料

14時00分 17時00分 合唱練習体験 おどるスタジオ
岐阜少年少女合唱団
☎090-3968-5897（日比野）
☎058-247-3026（土：14-17のみ）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

18時00分 21時00分 着付け講座 つながるスタジオ
着付けサークル
☎058-263-0345（乾）

事前募集・当日参加
可

2,000円

10日（日） 9時30分 10時30分 ヨガレッスン おどるスタジオ
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

①10時00分
②13時30分

①12時15分
②15時45分

図書館で本が好きな人の婚活イベント あつまるスタジオ
かがやきヒーリング
☎090-9197-9988

事前募集 男性3,800円・女性800円

11時05分 11時55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・当日参加
可

無料・関係者以外1,000
円

13時30分 15時00分
平成29年度　第3回「子どもと本と遊ぶ日」ー楽譜であそ
ぶぅ～の　ついでにトイピアノもひくぅ～のー

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

14時30分 17時30分 藤本智士さんと岐阜編集会議！ おどるスタジオ
さかだちブックス
mail@sakadachibooks.com
☎058-214-2444（杉田）

事前募集・空きあれ
ば当日可

全自由席1,500円

11日（月） 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

10時10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
mommyshug.gifu@gmail.com

事前募集・見学自由
回数券6回分4,000円・１
回800円

13時30分 17時30分 プロダクトデザインワークショップ かんがえるスタジオ
（公財）岐阜県産業経済振興セン
ター
☎058-277-1079

事前募集 無料

12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

10時30分 11時30分 バランスボールエクササイズ おどるスタジオ
黒木
tomo_balanceball@yahoo.co.jp

事前募集・見学自由 1,500円

11時15分 12時45分 ライフオーガナイズ　お片づけ茶話会 つながるスタジオ
伊藤
c.hchiha37@gmail.com

事前募集 1,500円

13時30分 15時00分 リウマチさんの学びの集い かんがえるスタジオ
（公社）日本リウマチ友の会　岐阜支
部
☎0584-62-5238

当日参加可 無料

13日（水） 10時00分 15時00分 荒井水墨画基礎講座 あつまるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8921

見学自由 無料

10時00分 12時00分 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus つながるスタジオ
ベビーサイン＆クラフト教室Sunny
Circus　☎080-5116-6991（松田）
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800円

12時00分 14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

事前募集・当日参加
可・見学自由

3,500円

15時00分 17時00分 チェス あつまるスタジオ
EBS
☎090-7311-1655

見学自由 無料

19時30分 20時40分 ゆったりヨガ つながるスタジオ
マイトリーヨガ
☎090-6619-5262（池田）

当日参加可 1,000円

14日（木） 10時30分 11時40分 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

12時30分 13時50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
lunlunsmile.com

当日参加可 3,300円

13時30分 14時30分 美姿勢レッスン あつまるスタジオ
美容カイロ Wellness calla 岐南院
☎090-5623-7340（鈴木）

事前募集・見学自由 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00分 18時00分 困った空き家よろず相談会 あつまるスタジオ
（特非）岐阜空き家・相続共生ネット
http://gifu-akiya.net/

事前募集・当日参加
可

無料

15時30分 17時30分 毎月２木３３０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

当日参加可 無料

18時30分 20時30分 毎月２木６３０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

当日参加可 無料

15日（金） 10時00分 12時00分 市民野菜づくり講座 みんなのホール
岐阜市農林園芸課
☎058-214-2079（内線6206）

事前募集 無料

10時00分 18時00分 JIA東海支部大会２０１７ 作品展 かんがえるスタジオ
（公社）日本建築家協会　東海支部
☎052-263-4636

事前募集 無料

10時30分 11時30分 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

13時30分 16時00分 ＰＯＰ広告講座　売れるPOPの書き方教えます つながるスタジオ
市民講師女子部ぎふ
☎090-6649-9392

当日参加可 2,500円

13時00分 16時00分 JIA東海支部大会２０１７ みんなのホール
（公社）日本建築家協会　東海支部
☎052-263-4636

事前募集 無料

7月13日～9月24日 10時00分 18時00分 体感！戦国城下町・岐阜「信長公ギャラリー」 みんなのギャラリー
信長公450プロジェクト推進課
☎058-213-0450

観覧自由 無料

7月22日～9月3日 ぎふ信長楽市２０１７「ぎふ信長”彩”の楽市」
みんなの広場　カオ
カオ

信長公450プロジェクト推進課
☎058-213-0450

観覧自由 無料

13日（水）～
18日（月・祝）

10時00分 18時00分 平和祈念展 in 岐阜 ドキドキテラス
平和祈念展示資料館
☎03-5323-8709

観覧自由 無料

毎日
（15日・26日は除く）

10時30分 11時45分 多文化交流プラザ　ハッピー！ハロウィン　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

当日参加可 無料

火・水・木・金
(７日、26日は除く)

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

当日参加可 無料

第1･2･4･5土日
(22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

当日参加可 無料

第3土日
（15日・21日は除く）

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

当日参加可 無料

土
（21日は除く）

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

当日参加可 無料

日
（15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

当日参加可 無料

平日
（6日・20日を除く）

10時30分 10時50分
よみきかせタイム
※定例のおはなし会があるときは、おやすみです。

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
（2日・9日・16日・17

日・24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
※定例のおはなし会があるときは、おやすみです。

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

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。

詳細はチラシをご覧ください


