
　

６　月　１１　～　２０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

11日（月） 10時00分 11時20分 お遊び会 かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集・当日参加
可

500円

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に写真掲
載NGの場合4,000円

10時30分 11時30分 産後バランスボールエクササイズ 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 1,500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 朗読教室 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

19時00分 20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 1,000円

19時00分 21時00分 荒井水墨画教室 つながるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.co
m

見学自由 無料

12日（火） 10時00分 11時50分 読書サークル協議会文学講座 歴史講座 みんなのホール
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00分 12時30分 食ナビゲーター育成講座 あつまるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 3,600円

10時30分 12時30分 ライフオーガナイズ　お片づけ講座 つながるスタジオ
伊藤
☎090-3382-2296

事前募集・当日参加
可

2,000円

11時00分 12時00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

事前募集・当日参加
可

3,300円

15時30分 18時00分 フラワーアレンジメント つながるスタジオ
フラワーサークル　ラムールL'amour
☎090-6595-4195

事前募集
生花3,500円・プリザ
4,500円

13日（水） 9時15分 11時45分 子育てが楽になるmama育講座　初級１章２章 つながるスタジオ
マミーズハグ
https://mommys-
hug.amebaownd.com

事前募集 １章2,000円

17時00分 19時00分 ヒッポだいだいファミリー おどるスタジオ
ヒッポだいだいファミリー
☎080-5431-4455（池田）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

14日（木） 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日（木） 10時15分 12時30分 おさなご発見くらぶ おどるスタジオ
岐阜友の会
☎090-9947-4140（服部）

事前募集 会員無料・お客様300円

14日（木） 10時30分 11時10分 親子 de リトミック つながるスタジオ
アトリエ　リトミックY
atelier_rythmique_y@yahoo.co.jp
☎090-5876-1723

事前募集・当日参加
可

800円（材料費込）

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
無料・飲物希望の場合
は100円

13時30分 16時30分 知的財産ビジネスシンポジウム　in 岐阜　２０１８ みんなのホール
岐阜新聞社
☎058-264-1158

事前募集 無料

2018/6/14(木) 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

1,000円・見学は無料

2018/6/14(木) 18時30分 20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30分 20時30分 山女子クラブ岐阜校　安全登山教室 つながるスタジオ
山女子クラブ岐阜校
http://www.facebook.com/yamajyos
hiclubgifu/

事前募集・当日参加
可

資料代1,000円

15日（金） 10時00分 12時00分 手話勉強会 かんがえるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

当日参加可（事前連
絡要）

無料

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
https://mommys-
hug.amebaownd.com

事前募集・見学自由 １回800円・6回分4,000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

14時00分 16時00分 みんなの図書館シアター みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日参加可 無料

16日（土） 10時00分 12時00分 子供バレエ おどるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

①10時30分
②11時00分

わらべうたおはなし会（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
平成30年度岐阜市親と子のよい歯のコンクール賞状授
与式

ドキドキテラス
岐阜市健康増進課
☎058-252-7193

観覧自由 無料

14時00分 15時30分
地域よみきかせボランティア育成講座　読み聞かせの基
礎を学ぼう

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 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

17日（日） 10時00分 11時30分 子供倫理塾 おどるスタジオ
家庭倫理の会岐阜市
☎090-6575-3009（中瀬）

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

12時00分 16時30分 筑前琵琶岐阜旭会定期演奏会 みんなのホール
筑前琵琶岐阜旭会
☎090-4868-8986（中島）

事前募集・観覧自由 無料

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

当日参加可・見学自
由

無料

14時00分 16時00分 岐阜アーガマ会 かんがえるスタジオ
阿含宗岐阜道場
☎058-266-8926

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

18日（月） 10時00分 12時00分 荒井デッサン教室 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

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

10時30分 11時30分 産後バランスボールエクササイズ 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 1,500円～

13時00分 15時00分 朗読教室 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

14時30分 17時00分
市民オープンセミナー　テーマ　人の行為と「デザイン」と
の考え方

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
☎090-6767-6520（小川）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

18時30分 19時30分 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・当日参加
可

1,000円

19日（火） 10時00分 11時50分 読書サークル協議会文学講座 古典文学講座 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 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 1,000円

14時00分 15時30分 平成３０年度　第１回人権学習講座 みんなのホール
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

当日参加可 無料

16時30分 21時00分 フラワーアレンジメント つながるスタジオ
フラワーサークル　ラムールL'amour
☎090-6595-4195

事前募集
生花3,500円・プリザ
4,500円

20日（水） 10時00分 12時00分
育児休業中ママのための　私らしく思い描くライフデザイ
ン講座

かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 3,000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

12時00分 16時00分 荒井デッサン教室 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

13時30分 15時30分 食育の和・話・輪　燦餐の会 かんがえるスタジオ
燦餐の会
☎090-7684-2899（野村）

事前募集・当日参加
可

600円

18時00分 20時00分 ヒッポだいだいファミリー つながるスタジオ
ヒッポだいだいファミリー
☎080-5431-4455（池田）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

7日（木）～10日
（日）

10時00分
17時00分

（10日は15時）
キルト物語２０１８～想いをのせて～ みんなのギャラリー

キルトサークルAN
☎090-3656-9860（松原）

観覧自由 無料

16日（土）～17日
（日）

11時00分 16時00分 GIFUCOひろば　幼稚園パネル展示会 みんなのギャラリー
（株）中広
☎058-247-2512（田中）

観覧自由 無料

火・水・木・金
（29日は除く）

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 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 海外から来た方を迎えるウエルカムカードを作ろう！ 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

平日
（6、20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
（2、9、16、17、24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

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。


