
　

１２　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（問い合わせ先） 参加形態 料金等

1日（金） 9時00分 12時00分 手話勉強会 つながるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

見学自由 無料

2日（土） 9時30分 12時00分 土曜日の才能開花教育 かんがえるスタジオ
岐阜市教育研究所
☎058-241-2114

事前募集 無料

10時10分 11時00分 グリーティングカードをつくろう おどるスタジオ
アトリエI／O（イオ）
☎080-5105-3886（ミノウラ）

事前募集・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 13時00分 親子バレエ おどるスタジオ
親子バレエ
☎090-4115-4081

事前募集 無料

13時00分 17時00分 第6回　Word Bench　岐阜 おどるスタジオ
Word Bench　岐阜
wbgifu@gmail.com

事前募集 500円

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「逆境からの業態
転換～生き残りを賭けた商品・販売戦略～」

かんがえるスタジオ
岐阜市産業雇用課
☎058-214-2358

事前募集 無料

15時00分
第30回岐阜市民芸術祭演劇の部　ぎふ演劇シーズン２０
１７　劇団ラッキーキャッツ公演「左目のジェニー」

みんなのホール
岐阜市市民芸術祭実行委員会
☎058-268-1050

チケット販売
一般前売2,000円・学生
前売1,000円

17時45分 19時00分 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 無料

18時00分 21時00分 着付け教室 つながるスタジオ
着付けサークル
☎090-1623-0630（乾）

見学自由 無料

18時30分 20時30分 ラフターヨガ（笑いヨガ） あつまるスタジオ
美笑女クラブ
thankyou-358@i.softbank.jp
☎070-6412-8853（深尾）

事前募集・当日参
加可

1,500円

19時00分
第30回岐阜市民芸術祭演劇の部　ぎふ演劇シーズン２０
１７　劇団ラッキーキャッツ公演「左目のジェニー」

みんなのホール
岐阜市市民芸術祭実行委員会
☎058-268-1050

チケット販売
一般前売2,000円・学生
前売1,000円

3日（日） 10時00分 11時30分 美上質姿勢　診断＋アドバイスレッスン おどるスタジオ
小坂
yuki1257_9537aupt@gmail.com

事前募集 3,000円

10時00分 12時00分 ぎふライブラリクラブ「世界にひらく窓」 あつまるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集・当日参
加可

無料

10時00分 14時00分 ごはんフェスタ２０１７
みんなの広場　カオ
カオ

ぎふ農業協同組合
☎058-265-3629

当日参加可 無料

10時00分 17時20分 キッズトイ・インストラクター２級養成講座 つながるスタジオ

☎090-4441-9320（山川）
magokorohibiki@gmail.com
知育玩具協会のアドレスご連絡しま
す

事前募集 24,000円

10時30分 11時30分 親子でバスボムつくり かんがえるスタジオ
ママエイド事業部
☎058-215-9238

事前募集・当日参
加可

500円

13時00分 14時30分 Bollywood dance（ボリウッドダンス） あつまるスタジオ
mashalala@icloud.com
☎080-9395-0761

事前募集・当日参
加可

2,000円

13時30分
第30回岐阜市民芸術祭演劇の部　ぎふ演劇シーズン２０
１７　劇団ラッキーキャッツ公演「左目のジェニー」

みんなのホール
岐阜市市民芸術祭実行委員会
☎058-268-1050

チケット販売
一般前売2,000円・学生
前売1,000円

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15分 11時30分 木のおもちゃであそぼう つながるスタジオ
まんまるしかく
manmarushikaku123@gmail.com

事前募集・当日参
加可（２・３歳児対
象）

1,000円

10時15分 13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
Sunny Circus
sunnycircus.1.2.3@gmail.com
☎080-5116-6991（松田）

事前募集 2,800円

14時00分 14時30分 チェロズ　ミニコンサート かんがえるスタジオ
チェロズ
☎090-4862-8665

観覧自由 無料

①14時00分
②18時30分

ＪＯＩＮＴ　音楽と映画上映「明日へ」 みんなのホール
NPO法人なじみのふるさと
☎090-1568-2913

事前募集・当日参
加可

自由席1,000円

5日（火） 10時00分 11時30分 家庭教育セミナー あつまるスタジオ
（公社）スコーレ家庭教育振興協会
☎090-1101-1586

事前募集・当日参
加可

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

14時00分 15時30分 平成29年度　第2回心の輪講座 みんなのホール
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119
FAX058-265-1020

当日参加可 無料

15時30分 17時00分 フラワーサークル・L'amour（ラムール） 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・見学自
由

3,500円

18時30分 20時00分 フラワーサークル・L'amour（ラムール） つながるスタジオ
フラワーサークル・L'amour（ラムー
ル）
☎090-6595-4195

事前募集・見学自
由

3,500円

6日（水）
①10時00分
②11時00分
③13時00分

①10時30分
②11時30分
③13時30分

クリスマススペシャルおはなし会　０～３さいむけ かんがえるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

各回15分前から
かんがえるスタジオ
前にて整理券配布

無料

10時15分 13時30分 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus つながるスタジオ
Sunny Circus
sunnycircus.1.2.3@gmail.com
☎080-5116-6991（松田）

事前募集 2,160円

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

12時00分 16時00分 荒井素描教室 おどるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

18時30分 20時30分 第２回ナガラビトフェスタ みんなのホール
NPO法人ナガラビト
☎090-3939-3693（長沢）

当日参加可・見学
自由

無料

19時30分 20時40分 やさしいヨーガセラピー 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 11時30分
第92回　岐阜市高齢者大学（ぎふスーパーシニアカレッ
ジ）＜全10回＞

かんがえるスタジオ
高齢福祉課
☎058-214-2173

事前募集 資料代1,000円

10時00分 12時00分 ２０１７年の私を整理しよう！私らしいキャリアをつくる おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 1,500円・託児1,000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

13時00分 15時00分 荒井水墨画サークル　第３教室 あつまるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

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

18時30分 20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
☎090-2779-1698（國江）

事前募集・当日参
加可

3,240円

8日（金） 10時00分 12時00分 ピヨピヨクラブ　クリスマス会 かんがえるスタジオ
ピヨピヨクラブ
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集・当日参
加可・見学自由

無料

10時00分 12時00分 ピヨピヨクラブ　赤ちゃんマッサージ あつまるスタジオ
ピヨピヨクラブ
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集・当日参
加可・見学自由

無料

10時15分 11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・当日参
加可

1,500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
kokokara.barabo@gmail.com
☎090-4087-6929

事前募集・当日参
加可・見学自由

1,000円

12時00分 16時00分 鉄道用品買取査定会 つながるスタジオ
カラマツトレイン名古屋店
☎052-961-5155

事前募集・当日参
加可・見学自由

無料

13時00分 15時00分 荒井水墨画サークル　第２教室 おどるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

15時00分 18時00分 空き家相談会 あつまるスタジオ
（特非）岐阜空き家・相続共生ネット
☎058-253-5255

事前募集・当日参
加可

無料

9日（土） 9時00分 15時30分 障がい者理解啓発イベント２０１７
岐阜市障がい福祉課
☎058-214-2138

事前申込不要 無料

9時10分 10時40分 笑い文字　ありがとう講座 つながるスタジオ
笑い文字
☎090-2779-1698（國江）

事前募集・当日参
加可

3,240円

10時00分 11時00分 ポールウォーキングセミナー かんがえるスタジオ
NPO法人なじみのふるさと
☎090-1563-4820

当日参加可・見学
自由

無料

10時00分 15時30分 岐阜市手話フェスティバル
おどるスタジオ・ドキ
ドキテラス

岐阜市聴覚障害者協会 事前申込不要 無料

13時00分 15時00分 タッピングタッチ体験 つながるスタジオ
（一社）認知症予防ネット岐阜
☎090-1099-8549（川本）

事前募集・当日参
加可

500円

13時00分 16時00分 お仕事コレクション かんがえるスタジオ
リレシプ
☎050-5243-9291

当日参加可・見学
自由・どなたでも

無料
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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

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

10時00分 12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
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

10時00分 12時00分 ぎふライブラリークラブで、いっしょに活動しませんか？ かんがえるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料

①10時00分
②13時00分

①12時00分
②15時00分

みんなで飾ろう！信長公ぬり絵ラッピング ドキドキテラス
信長公450プロジェクト推進課
☎058-213-0450

当日先着 無料

11時30分 12時30分 キッズタッチ＆ポレポレ おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 1,000円

12時00分 13時00分 ピラティス　グループレッスン つながるスタジオ
ピラティスルーム　スミカ
☎080-3628-1771

当日参加可・見学
自由

1,000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

当日参加可・見学
自由

無料

13時30分 15時00分 絵手紙年賀状作り 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

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

18時30分 20時30分 ラフターヨガ あつまるスタジオ
美笑女クラブ
thankyou-358@i.softbank.jp
☎070-6412-8853（深尾）

事前募集・当日参
加可

1,500円

11日（月） 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 800円

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

13時00分 15時00分 産後バランスボール あつまるスタジオ
さゆり産後ケア
s3.sangocare@gmail.com

事前募集・見学自
由

1,000円

13時30分 15時30分 素肌美人の作り方教室＆プロフィール写真撮影会 つながるスタジオ
メナードフェイシャルサロン則武
☎090-4259-4056

事前募集・当日参
加可

1,000円・お友達と一緒に
参加でお１人500円

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

事前募集 無料

10時00分 13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・見学自
由

体験3,500円

12時00分 16時00分 ぎふママ子育てサロン おどるスタジオ
NPO法人こどもトリニティネット
☎090-4218-4740

当日参加可 500円

14時00分 15時30分 平成29年度　第3回心の輪講座 みんなのホール
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119
FAX058-265-1020

当日参加可 無料

15時30分 17時00分 フラワーサークル・L'amour（ラムール） 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・見学自
由

3,500円

18時30分 20時00分 「Enjoy!　ホンジュラス」 おどるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 500円

18時30分 20時00分 フラワーサークル・L'amour（ラムール） つながるスタジオ
フラワーサークル・L'amour（ラムー
ル）
☎090-6595-4195

事前募集・見学自
由

3,500円

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

事前募集 2,500円

10時00分 15時00分 荒井水墨画 つながるスタジオ
荒井水墨画サロン
☎090-5453-8291（荒井）

見学自由 無料

14日（木） 10時00分 11時30分
第92回　岐阜市高齢者大学（ぎふスーパーシニアカレッ
ジ）＜全10回＞

かんがえるスタジオ
高齢福祉課
☎058-214-2173

事前募集 資料代1,000円

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30分 11時30分 ベビーマッサージ教室 つながるスタジオ
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

12時30分 13時30分
中高年向け　バランスボール使った軽体操＆リラクゼー
ションストレッチ

おどるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会
uchimika8739@gmail.com
☎090-2774-3607（藤田美香）

事前募集・当日参
加可

1,500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00分 20時30分 山女子クラブ　登山教室 つながるスタジオ
山女子クラブ岐阜校
☎090-8734-2308（山本邦雄）

事前募集・当日参
加可

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

1,000円・見学は無料

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

15日（金） 9時00分 12時00分 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 無料

10時00分 11時40分 発達相談会 かんがえるスタジオ
NPO法人子育てネットひまわり
☎090-4791-8757

予約不要 1世帯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

14時00分 15時30分
高齢者等いきいき生活支援「市民講座」第2回市民講座
「遺言の備え」

おどるスタジオ
NPO法人市民後見センターぎふ
☎090-4407-8376

事前募集・当日参
加可

無料

10月6日
（金）～12
月17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」（後期） 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

2日（土）～
3日（日）

10時00分 17時00分 「５００への市民の思い」メッセージ募集 エントランスホール
信長公450プロジェクト推進課
☎058-213-0450

当日受付 無料

4日（月）～
7日（木）

13時00分 17時00分 「５００への市民の思い」メッセージ募集 ドキドキテラス
信長公450プロジェクト推進課
☎058-213-0450

当日受付 無料

3日（日）ま
で

9時00分
21時00分

（3日は17時00
分）

ポスターグランプリ in ぎふ　作品展 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

11日（月）～15
日（金）

9時00分
（11日は13時）

21時00分
（15日は15時）

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
FAX058-265-1020

観覧自由 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
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・ 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 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 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 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

月・水 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

火・木 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

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

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。


