
　

１　月　の　催　し　物

8　月　２１　～　３１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

21日（火） 10時00分 11時50分 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時30分 11時30分 ママヨガ つながるスタジオ
yuj 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
☎090-4087-6929

事前募集 有料

11時15分 12時15分 自然育児学校マリア分校『ふかふかぽかぽか子育て』 あつまるスタジオ
NPO　KENちゃんハウス
☎080-5168-5439

事前募集・当日参加
可

1,000円

12時30分 14時00分 薬の正しい使い方講座 かんがえるスタジオ
岐阜薬科大学
☎058-230-8100（寺町）

当日参加可 無料

13時30分 15時30分 夏休み群読の一日　～群読ワークショップ～ おどるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

15時30分 18時00分 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　ラムールL'amour
☎090-6595-4195

事前募集
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

19時00分 21時00分 語り部教室 かんがえるスタジオ
音と語りのお話の世界
☎090-8189-5723

事前募集・当日参加
可

無料

20時00分 21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（堀江）

当日参加可 1,000円

22日（水） 9時00分 12時00分 邦楽・三味線　奏の会 おどるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366

見学自由 無料

10時00分 12時00分 ヒッポファミリークラブ つながるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
だいだいファミリー
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可・見学自
由

無料

10時00分 12時00分 美文字＆絵手紙レッスン あつまるスタジオ
瑛泉書の会
☎090-2687-6583

事前募集・見学自由 2,300円

13時30分 15時30分 知恵創活講座 つながるスタジオ
NPO法人知恵創り協会
☎090-9890-8216

事前募集 全３回3,000円

17時00分 19時00分 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
だいだいファミリー
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可・見学自
由

無料

19時00分 20時30分 おとなの夜学 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

23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・見学自
由

無料

10時00分 12時00分 荒井水墨画教室 かんがえるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.co
m

見学自由 無料

14時00分 16時00分
呼吸器教室「いきいき（息・息）と生活するために」「呼吸
リハビリテーションの実際」

かんがえるスタジオ
岐阜市保健所地域保健課
☎058-252-7191

事前募集 無料

14時00分 16時00分 やさしいフラとステップアップフラ つながるスタジオ
MILIMILI HULA STUDIO
☎070-6414-0958

当日参加可・見学自
由

1,000円

18時00分 20時00分 ゲートキーパー講演会～あなたもゲートキーパー～ かんがえるスタジオ
岐阜市保健所地域保健課
☎058-252-7191

事前募集 無料

24日（金） 9時30分 10時30分 ベビーマッサージ教室 おどるスタジオ
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

9時30分 11時30分
「宇宙とつながる家」光の建築家とつくる建築教室（対象：
小学生）

つながるスタジオ
光の建築家
☎090-1746-9943

事前募集（申込締切
は8月17日）

1,000円（材料費込）

13時00分 15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
https://araisuibokuga.amebaownd.co
m

見学自由 無料

①13時30分
②16時00分
③18時00分

①15時00分
②17時30分
③19時30分

姿勢と代謝の関係～自分の姿勢、チェックしてみません
か？～

つながるスタジオ
岡部
☎090-7609-3135

事前募集・当日参加
可

500円

13時30分 15時30分 愛する力を身につける講座 あつまるスタジオ

ママエイド事業部
こころケア・シャンティ
☎058-215-9238
☎090-1474-6312

当日参加可 500円

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

事前募集・当日参加
可

1,000円

25日（土） 10時00分 12時00分 子供バレエ おどるスタジオ
子供バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

①10時30分
②13時00分

①13時00分
②14時30分

賢いパパ・ママのための家計簿づくりセミナー あつまるスタジオ
（株）FPパートナー
☎090-9903-9072（担当：武市）

事前募集 無料

13時30分 16時00分
「行きたくない」は、キミひとりじゃない　夏休み明けの
SOS　キックオフイベント

おどるスタジオ
ぎふ学習支援ネットワーク
☎090-7432-9158（中川）

当日参加可・見学自
由

無料

13時30分 16時30分 ぎふ木造塾 かんがえるスタジオ
（公社）岐阜県建築士会ぎふ木造塾
☎058-215-9361

事前募集・当日参加
可

事前：一般500円・学生無
料、当日：一般1,000円・
学生500円

13時30分 煌めく音をかんじてほしい　桑原良恵ピアノリサイタル みんなのホール
よしえフレンズ
マウスネット(株)
☎090-8541-7261（岡崎）

事前募集・当日可
前売2,500円・当日3,000
円

17時00分 19時00分
study meeting vol.11 「スーザンソンタグとダイアン・アー
バス」

あつまるスタジオ
ギャラリーキャプション
☎058-265-2336

事前募集 1,500円

16時00分 19時00分 浴衣着付け つながるスタジオ
着付けサークル
☎058-263-0345（乾）

当日参加可 500円

26日（日） 9時00分 10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（堀江）

事前募集・当日参加
可

1,000円

9時45分 12時00分 ピアノ発表会 みんなのホール
ベルピアニスタコンサート
☎058-233-8855

当日参加可・観覧自
由

無料

10時00分 12時00分 女性のためのマネーセミナー つながるスタジオ
宮田
☎090-2340-8796

事前募集・当日参加
可

無料

10時00分 12時00分 バイオリン合奏レッスン かんがえるスタジオ
青山バイオリン教室
☎058-262-6941

観覧自由 無料

10時00分 16時00分 住宅耐震講座・岐阜市木造住宅耐震診断の受付 ドキドキテラス

岐阜市建築指導課
☎058-265-3904
岐阜県建築士事務所協会
☎058-277-9211

事前申込み不要 無料

10時00分 17時00分 笑い文字　ベーシック講座 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 25,000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（問い合わせ先） 参加形態 料金等

12時15分 12時45分 「夏休みに送る　ゴスペルミニコンサート」 おどるスタジオ
ゴスペルクラブ・リジョイス
☎090-6571-9954（コウノ）

当日参加可・見学自
由

無料

13時00分 15時00分 そらヨガサークル　クリスタルボウルと陰ヨガ 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

1,500円

13時00分 20時00分 エステ体験会 つながるスタジオ
メナード化粧品北野町代行店
☎070-5337-8901

事前募集 500円～1,000円

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

27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30分 11時30分 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1,500～1,800円

10時30分
（10時10分開場）

12時30分 食と農の勉強会
みんなのホール・み
んなのギャラリー

岐阜新聞広告局
☎058-264-1158

事前募集 無料

18時30分 20時30分 山女子クラブ岐阜校　登山教室 つながるスタジオ

山女子クラブ岐阜校
http://www.facebook.com/yamajyosh
iclubgifu/
☎090-8734-2308（山本）

事前募集・当日参加
可

資料代1,000円

19時00分 21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
https://araisuibokuga.amebaownd.co
m

見学自由 無料

28日（火）

29日（水） 10時15分 11時30分 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus あつまるスタジオ
ベビーサイン＆クラフト教室
sunnycircus.1.2.3@gmail.com
Sunny Circus　松田

事前募集 2,800円

10時15分 12時30分
自分の強みに気づき、なりたい自分になるBeing up
親子セッション

つながるスタジオ
マミーズハグ
https://ameblo.jp/mommys-hug

事前募集 500円

13時15分 14時45分 ハーバリウム体験レッスン　輿　諒治 つながるスタジオ
Koshi　Flower
☎058-265-1187

事前募集・当日参加
可

1,500円

13時30分 15時15分 高年齢者等給付金説明会 かんがえるスタジオ
水谷又は小藤
☎058-265-5823

事前募集・当日参加
可

無料

15時30分 20時30分 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　ラムールL'amour
☎090-6595-4195

事前募集
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

17時00分 19時00分 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
だいだいファミリー
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可・見学自
由

無料

30日（木） 10時00分 12時00分 美人格上げクラブ　～撮影会～ つながるスタジオ
メナード化粧品北野町代行店
☎070-5337-8901

事前募集 300～500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
☎090-4087-6929

事前募集 有料

10時00分 15時00分 あかちゃん撮影会 あつまるスタジオ
やまきたともか
☎058-372-3378

事前募集・空きあれ
ば当日参加可

3,000円・SNS等写真掲
載NGの場合4,000円

12時30分 13時45分 ストレス解消　パワフルバランスボール おどるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会認定
uchimika8739@gmail.com
☎090-2774-3607（ミカ）

事前募集・空きあれ
ば当日参加可

大人１名1,800円・小学生
親子ペア2,500円

14時00分 15時30分 楽筆教室 つながるスタジオ
楽筆協会
http://rakuhitsu.com
☎0564-62-5850（かなだつとむ）

事前募集 初回体験1,000円

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

無料

31日（金） 10時00分 11時15分 ベビーマッサージ あつまるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 1,000円

10時30分 11時30分 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

13時30分 14時30分 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

21日（火）～26日
（日）

10時00分
18時00分

（26日は16時）
第７回　武蔵美OB展 みんなのギャラリー

武蔵野美術大学校友会　岐阜支部
☎080-9731-7445（信田）

観覧自由 無料

29日（水）～31日
（金）

10時00分
（29日は13時）

16時00分
（31日は15時）

夏　子ども人権パネル展 ドキドキテラス
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

観覧自由 無料

平日
（1、15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
（4、11、19、18、26

日は除く）
14時00分 14時30分 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

火・水・木・金 14時00分 14時45分
言語くらぶ
（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3木 19時00分 20時30分 EVENING ENGLISH ワイワイサークル
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

要予約
500円（協会賛助会員：無
料）

第1･2･4･5土日 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 15時00分 16時00分 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時00分 16時45分 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

月・水 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

火・木 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

金 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

毎日 10時30分 11時45分 ワイワイサークルに遊びに来て～ 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

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。

休　　館　　日


