
　

12月 12　～　21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

12日（水） 9:45 11:45
アドラー心理学　子育て講座　体験版　ぷち・パセージ　生きる力・
つながる力・考える力「親子でともに育つぷち講座」

つながるスタジオ
岐阜アドラー心理学研究会
☎090-2944-0144（久保田）

当日参加可 500円

10:00 11:30 家庭教育セミナー　叱らなくてもしつけはできる！ あつまるスタジオ
公益社団法人スコーレ家庭教育振興協
会
☎090-1101-1586（今井）

事前募集・当日参加
可

受講料500円

16:30 18:00 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・見学自
由

無料

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

当日参加可 1,000円

13日（木） 10:00 12:00 荒井水墨画サロン あつまるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

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

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
chocolateacocoa@gmail.com
☎090-1782-0213

事前募集・赤ちゃん連
れ可

初回1,000円

12:30 13:30 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

13:30 15:00 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
無料・飲み物希望の場
合は100円

15:15 16:45 チェスのゲームをしよう あつまるスタジオ
EBS
☎090-7311-1655

当日参加可・見学自
由

無料

18:00 21:00 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・当日参加
可・見学自由

1,000円・体験は無料

18:00 21:00 仏教ってなに？ つながるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

18:30 20:00 「やさしい日本語」講座（全2回） 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

14日（金） 10:00 11:15 ほっぺのお遊び会 かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747（宇野）

事前募集 1組500円

10:00 12:30 Pepperプログラミングコンテスト　in　ぎふ ドキドキテラス
岐阜市教育委員会（岐阜市教育研究
所）
☎058-241-2114

観覧自由 無料

10:30 11:30 ママとベビーのワクワクヨガ つながるスタジオ
Angel Ring
☎090-1628-6386（棚橋）

事前募集・空きあれば
当日可・見学自由

1,000円

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

事前募集 初回1,000円

13:00 15:00 荒井水墨画サークル かんがえるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

19:00 21:00 フラメンコサークル おどるスタジオ
ペアフラメンコサークル　セビジャーナス
pairflamenco@gmail.com

事前募集 1,500円

15日（土） 9:00 11:00 そらヨガサークル　クリスタルボウルと陰ヨガ あつまるスタジオ
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

10:00 12:00 【午前の部】「夜明け前」上映会 みんなのホール
きょうされん岐阜支部（いぶき福祉会内）
☎058-233-7445

当日参加可・見学自
由

無料

10:15 12:45 子どものこころのコーチング講座　初級①（全3回） つながるスタジオ
マミーズハグ
http://mommyshug.peewee.jp

事前募集 15,000円

①11:00
②14:00

①11:40
②14:40

クリスマス★スペシャルおはなし会　４～６歳向け かんがえるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日受付 無料

12:45 14:00
ストレス発散！パワフルバランスボールエクササイズ　男女参加
（大人限定）

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　ミカ
uchimika8739@gmail.com

事前募集・空きあれば
当日可

2,500円

13:00 18:00 Gifu WordPress Meetup #5 あつまるスタジオ
Gifu WP Meetup
gifuwpmeetup@gmail.com

事前募集・空きあれば
当日可・見学可

無料

13:30 14:30 ダンボールコンポスト講座 ドキドキテラス
岐阜市循環型社会推進課
☎058-214-2179

事前募集 無料

13:30 14:30 災害に備える子ども減災教室 つながるスタジオ
NPO法人　大和Company
info@yamatoco.org
☎090-5874-6430（鈴木）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

13:30 15:30 【午後の部】横島若騎ピアノリサイタル みんなのホール
きょうされん岐阜支部（いぶき福祉会内）
☎058-233-7445

当日参加可・見学自
由

無料

14:30 14:45 どなたでも参加OK　肩・腰スッキリ　ボールストレッチ 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　ミカ
uchimika8739@gmail.com
☎090-2774-3607

事前募集・当日参加
可

300円

15:00 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

当日参加可 無料

16日（日）
①9:15
②10:10

①10:00
②10:45

ヨガレッスン つながるスタジオ
リフレッシュ＆リチャージ
☎090-5638-5268

事前募集 1,000円

10:00 11:00 ベビーマッサージ あつまるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747（宇野）

事前募集 1,000円

10:00 12:00 ぎふライブラリークラブ　定例がやがや企画会議 協働のへや
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料

10:00 15:00 岐阜市障がい者理解啓発イベント2018 ドキドキテラス
岐阜市障がい福祉課
☎058-214-2138

事前申込不要 無料

①11:00
②14:00

①11:45
②14:45

クリスマス★スペシャルおはなし会　小学生向け かんがえるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日受付 無料

13:30 15:00 法律・福祉の生活セミナー あつまるスタジオ
NPO Lifeあんしんねっト
☎090-4858-0740（クワバラ）

当日参加可 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 



　

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

14:00
17:00（16:30受付

終了）
本でウォークラリー ２階　中央図書館

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要・所要
時間20～30分程度

無料

16:30 17:30 市政報告＆考えるcafe かんがえるスタジオ
岐阜市議会議員　和田直也
office@wada-naoya.jp
☎058-251-2638

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

18:00 21:00 仏教ってなに？ あつまるスタジオ
仏教ってなに？
☎090-4189-8620（西村）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

17日（月） 10:00 11:20 ベビーマッサージ かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747（宇野）

事前募集 1,000円

10:10 11:45 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
http://mommyshug.peewee.jp

事前募集・見学自由
１回800円・6回チケット
4,000円

10:10 11:45 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

16:30 17:30 リフレッシュヨガ おどるスタジオ
YOGA shantiA
☎0584-64-6776

事前募集 2,000円

①19:15
②20:10

①20:00
②20:50

ヨガレッスン つながるスタジオ
リフレッシュ＆リチャージ
☎090-5638-5268

事前募集 各1,500円

18日（火） 10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座 かんがえるスタジオ
読書サークル協議会
☎058-247-9362

事前募集
年額4,000円・年12回講
座

10:00 12:00 己書にじ道場 つながるスタジオ
己書にじ道場
☎090-7315-6995

事前募集
初回体験1,000円・2回目
以降2,000円

10:00 12:30 2018年を人生最高の年にしよう！宝物さがしゲームセミナー おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747（宇野）

事前募集 2,500円

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスの練習 あつまるスタジオ
岐阜スコティシュカントリーダンスクラブ
gifuscdc.main.jp
☎058-262-1656

見学自由 無料

13:30 16:15 まちサポトーク２０１８冬　若者が参画するオール岐阜のまちづくり 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（事務局長　藪下
浩）

観覧自由 無料

19:00 20:30 語り部教室 かんがえるスタジオ
語り部教室
☎090-8189-5723

事前募集 無料

19:00 21:00 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（堀江）

事前募集・当日参加
可

1,000円

19日（水）
①10:30
②13:30

①12:00
②15:00

知ってトクするくらしのマネーセミナー かんがえるスタジオ
武市
☎090-9903-9072

当日参加可 無料

12:00 14:00 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

事前募集・当日参加
可・見学自由

3,300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・見学自
由

無料

19:00 20:30 おとなの夜学 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

20日（木） 10:00 11:30 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

21日（金） 10:00 11:30 手話勉強会 おどるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

見学自由・事前連絡
要

無料

13:00 17:00 洗剤・掃除・洗濯　入門講座 つながるスタジオ
Scheinen
scheinen2016@gmail.com

事前募集 5,000円

13:30 14:30 体の中からきれいになろう　フラダンス おどるスタジオ
体の中からきれいになろう　フラダンス
☎090-3887-3700（大熊）

当日参加可 500円

14:00 16:00 みんなの図書館シアター「有頂天時代」 みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日先着順 無料

11日（火）～24日
（月・振）

9:00 20:00 ぎふライブラリークラブイベント「クリスマスのおくりもの」 2階　図書館
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料

12日（水）～13日
（木）

9:30 13:30 第59回　岐阜地区　ふれあい教育展　アトラクション みんなのホール 岐阜地区特別支援教育研究会 観覧自由 無料

12日（水）～14日
（金）

9:30
17:00（14日は
14:00まで）

第59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 観覧自由 無料

17日（月）～20日
（木）

9:00
（17日は13:00）

21:00
（20日は17:00）

2018ポスターグランプリ　in ぎふ ドキドキテラス
岐阜県印刷工業組合
☎058-295-4831

観覧自由 無料

18日（火）～23日
（日）

10:00
18:00（23日は

15:00）
岐阜市立女子短期大学　生活デザイン学科　平成30年度　卒業
研究発表会

みんなのギャラリー
岐阜市立女子短期大学
☎058-296-3131

観覧自由 無料

26日（水）～30日
（日）

9:00
21:00

（30日は17:00ま
で）

平成30年度　東海学院大学子ども発達学科　卒業制作展 ドキドキテラス
東海学院大学
☎058-389-2200（廣瀬）

観覧自由 無料

第3土日 13:15 13:45 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 15:00 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 15:00 16:00 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 16:00 16:45 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

火・木(25日、27日
は除く）

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
（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

月・水(24日、26
日、31日は除く）

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・当日参加
可

要問合せ

金(28日は除く) 18:30 20:30 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

平日
（31日は除く）

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

土日祝
（15日、16日、23
日、30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

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（祝日と重なる場合は翌日）および年末年始（１２月３１日～１月３日）は休館日です。

１１月２３日（金・祝）～来年１月２７日（日）　テニテオイルミナード２０１８　ヒカル、アソブ、メディコス。　【点灯時間１７：００～２２：００】


