
　

１２　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（水） 9:00 12:00 三味線練習 おどるスタジオ
三味線奏の会
☎090-7314-8366（松原）

当日参加可 無料

12:00 13:30 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
lunlunsmile8@gmail.com

事前募集・当日参加可・
見学自由

3,500円

18:00 19:30 ヒッポファミリークラブ かんがえるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

19:00 20:30 お金の座談会（婚活イベント） つながるスタジオ
FPオフィス京や
☎090-2186-9597
info@fp-kyoya.com

事前募集 女性1,000円・男性2,000円

17日（木） 10:00 11:30 子育てセミナー あつまるスタジオ
家庭倫理の会　岐阜市
☎090-8670-4096

事前募集・当日参加可・
見学自由

未会員のみ500円

10:30 11:30 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・見学自由 500円

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 体験500円・月謝割有

12:30 13:30 中高年向け　軽体操＆肩・腰ストレッチ 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藤田美香
uchimika8739@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日参加可

1,500円

14:00 15:00 スマホ教室「スマートフォンで翻訳サービスを使おう」 あつまるスタジオ
ドコモショップ岐阜正木店
☎0120-598-511
☎058-215-5625

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

18:00 21:00 楽笑会　己書　体験会と幸座 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・当日参加可・
見学自由

初体験1,000円・大人2,000
円・小人1,000円・筆ペン
貸し出し販売あり

18日（金） 10:30 11:30 やさしいヨガ教室 おどるスタジオ
ヨガラボ
ayozx56009@yahoo.co.jp

事前募集 1,000円

14:00 15:30 己書心和道場 あつまるスタジオ
己書心和道場
☎080-4309-7250

事前募集・当日参加可・
見学自由

2,200円

18:30 20:30
ぎふフューチャーセンター
私たちの岐阜市、これからの20年を考える～SDGs未
来都市ぎふへ～

かんがえるスタジオ
岐阜市未来創造研究室
☎058-214-2004

事前募集 無料

19日（土）
① 9:30
②10:30

①10:20
②11:20

①Sun Son English♪（しっかり学ぶ園児さんクラス）
②Sun Son English♪（1～3才楽しく学ぶ親子えいごク
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 ①2,500円・②2,000円

14:00 16:00
第3回シビックプライド講座「岐阜に足りないものは、デ
ザイン？アート？それとも編集？」

ドキドキテラス
ぎふメディアコスモス
☎058-265-4101

事前募集 無料

14:00 16:00 きよまるcafe（がん体験者のおしゃべり会） かんがえるスタジオ
NPO法人わたしのがんnet
きよまるcafe担当　岡本
kiyoko1207@ccn.aitai.ne.jp

事前募集・当日参加可・
見学自由・がん体験者な
ど

無料

14:00 16:30 紙の葉っぱのミュージアム あつまるスタジオ
岩越　昌文
☎090-9896-6078

事前募集・当日参加可・
見学自由

参加費300円

20日（日） 10:00 11:30 キッズプログラミング体験 かんがえるスタジオ
プログラミング教室　みんなのひみつきち
☎050-1231-8228

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

①12:30
②14:10

①13:10
②14:40

クリスマスの時期に送る映像とゴスペルminiコンサート おどるスタジオ
河野
☎090-6571-9954

当日参加可 無料

21日（月） 10:00 12:00 荒井デッサン教室 つながるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

10:00 13:00 ウォーミングアップ あつまるスタジオ
ゆるスマイル
☎080-3686-3223

事前募集・当日参加可・
見学自由

1,000円

10:00 15:00 チャレンジしよう！ かんがえるスタジオ
縁（えにし）の会
☎090-4089-1256（山下）

事前募集・当日参加可・
見学自由

材料費500円

10:30 11:30 産後バランスボール（運動不足解消・産後シェイプup） 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 1,800円参加費

22日（火） 10:00 12:00 バレトン　＆　親子ヨガ おどるスタジオ
インストラクターkyon
kyokominatani@gmail.com

事前募集・当日参加可 1,500円

10:15（受付
10:00～）

12:00頃 知って得する暮らしのマネーセミナー かんがえるスタジオ
担当：武市
☎090-9903-9072

事前募集 無料

12:00 16:00 開運手帳講座 つながるスタジオ
摘み草薬膳
tumikusa.yakuzen890n@gmail.com

事前募集 4,000円

20:00 21:00 BLAZE DANCE STUDIO おどるスタジオ
BLAZE
☎090-7952-4991

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

23日（水） 10:00 12:00 お花の教室 かんがえるスタジオ
アーガマ会
☎058-266-8296（酒井・若原）

事前募集・当日参加可・
見学自由

3,000円材料費

10:30 11:20 Sun Son English♪（1～3才楽しく学ぶ親子えいご） あつまるスタジオ
Sun Son English♪（sae）
sae00329@gmail.com
http://ameblo.jp/33eigo/

事前募集 2,000円

11:00 12:00 クリスマスmama会 おどるスタジオ
NPO法人こどもトリニティネット
https://kodomotrinitynet.amebaownd.com/

事前募集 500円

13:00 14:30 仏教講演会 かんがえるスタジオ
アーガマ会
☎058-266-8296（酒井・若原）

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

13:00 16:00 フラワーアレンジメント おどるスタジオ
Le.Violette
☎090-7686-9898（白木）

事前募集・見学自由 3,600円

〒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

13:30 14:30 みさと笛体験 あつまるスタジオ
現代邦楽会みさと笛岐阜雅の会
☎090-3952-2886（藤本）

事前募集・当日参加可・
見学自由

楽譜代・笛レンタル料500
円

17:30 19:00 ヒッポファミリークラブ あつまるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

19:00 21:00 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・見学自由 3,600円

24日（木） 10:30 11:20
Sun Son English♪（1～3才楽しく学ぶ親子えいごクラ
ス）

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

事前募集 2,000円

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 体験500円・月謝割有

10:30 11:30 産後ママのバランスボール つながるスタジオ
キラキラバランスボール
sayu.kirakira.balabo717@gmail.com

事前募集・当日参加可・
見学自由・女性のみ

1,800円

25日（金） 9:00 16:00 楽笑会　己書　体験会と幸座 つながるスタジオ
楽笑会　楽笑元気道場
sumie712@gmail.com
☎090-8545-7290（桂川）

事前募集・当日参加可・
見学自由

初体験1,000円・大人2,000
円・小人1,000円・筆ペン
貸し出し販売あり

①10:00
②11:00

①10:50
②11:50

クイーンズマリーイングリッシュクリスマスレッスン かんがえるスタジオ
クイーンズマリーイングリッシュ
☎090-4114-9581（渡邉）

事前募集・当日参加可・
見学自由

材料費500円

13:00 15:00 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
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

14:00 15:30 認知症疾患医療センター　市民講座 かんがえるスタジオ
認知症疾患医療センター岐阜病院
☎058-247-2118

事前募集 無料

14:00（開場
13:40）

15:15 みんなの図書館シアター「紅白が生まれた日」 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

19:00 20:15 ヨガ つながるスタジオ
A.Yヨガ
ay.yoga@gmail.com

事前募集 1,500円／1回

19:00 20:30 歎異抄　勉強会 あつまるスタジオ
古典を学ぶ会
☎090-1953-0391（橋本）

見学自由 無料

26日（土） 17:30 19:30 映画「歎異抄をひらく」上映会 かんがえるスタジオ
（株）チューリップ企画
☎0120-901-267

事前募集

800円・小中高校生300
円・障害者手帳をお持ち
の方はご本人と付添の方
1名まで半額

18:30 19:30 第25回　並木道読書会 おどるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集・空きあれば当
日参加可

無料

27日（日）
①10:30
②13:30

①12:00
②15:00

子供ロボットプログラミング大作戦 おどるスタジオ
勉強禁止！子供ロボットプログラミング塾
https://www.roboprojuku.com
☎058-338-0587

事前募集 参加費2,000円

13:00 18:00 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

見学自由 無料

18:30 20:30 いちから分かる仏教講座 かんがえるスタジオ
仏教ってなに？
☎090-1284-8658

当日参加可 無料

28日（月） 10:00 12:00 フラワーサークル 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
フラワーアレンジメント
3,600円・プリザーブドフラ
ワー4,600円

13:25 14:40
バランスボールで汗だく・発散プログラム　体幹トレー
ニング

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藤田美香
uchimika8739@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日参加可

お一人様3,000円

13:30 15:30 華で迎える新年のフラワーアレンジ作り つながるスタジオ
米山　奈津子
hanatsuzuri@gmail.com

事前募集・見学自由 5,500円

29日（火）

30日（水）
①10:30
②13:30

①12:30
②15:30

華で迎える新年のフラワーアレンジ作り つながるスタジオ
米山　奈津子
hanatsuzuri@gmail.com

事前募集・見学自由 5,500円

①10:30
②13:30
③16:00

①12:00
②15:00
③17:30

子供ロボットプログラミング大作戦 かんがえるスタジオ
勉強禁止！子供ロボットプログラミング塾
https://www.roboprojuku.com
☎058-338-0587

事前募集 2,000円

31日（木）

22（火）～27
（日）

10:00
18:00（27日
は15:00）

岐阜市立女子短期大学　生活デザイン学科　卒業研
究・制作展

みんなのギャラリー
岐阜市立女子短期大学　生活デザイン学科
☎058-296-3131（代表）

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

事前申込不要 無料

休　　館　　日　　（毎月の休館日）

休　　館　　日　　（年末年始の休館日　　～１月３日まで）


