
　

１　月　の　催　し　物

8　月　１　～　１０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

1日（水）
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

14時00分 16時30分
岐阜市定着率向上支援セミナー第１回「中小・小規模企
業経営者のための超人手不足時代を乗り切る『採用』セ
ミナー」

かんがえるスタジオ
岐阜市産業雇用課
☎058-214-2358

事前募集・空きあれ
ば当日可

無料

18時00分 20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

2日（木） 9時00分 10時00分 エクササイズ おどるスタジオ
ジャザサイズ
☎080-3071-5855

事前募集・当日参加
可

体験1回無料

12時30分 13時30分
小学生と母親のふれあいバランスボール～正しい姿勢
のレクチャーあり～普段の姿勢や学習姿勢に生かそ
う！！

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
uchimika8739@gmail.com（藤田美香）

事前募集・ペア6組様
限定先着順

親子ペアで2,000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
MILIMILI HULA STUDIO
☎070-6414-0958

当日参加可・見学自
由

1,000円

3日（金） 9時00分 16時00分 子ども司書養成講座 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

10時00分 11時20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（宇野）

事前募集 1,000円

10時00分 11時30分 手話勉強会 つながるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

当日参加可・事前連
絡要

無料

10時00分 15時00分 子ども司書養成講座 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 21時00分 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・当日参加
可・見学自由

1,000円

4日（土） 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

11時00分 18時10分 勝手にメディコス　夏まつり　２DAYS
みんなの広場　カオ
カオ

NPO法人コミュニティサポートスクエ
ア
☎090-4792-0628（杉浦）

当日参加可

12時00分 14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

14時00分 17時00分 「人生１２０年時代」セミナー あつまるスタジオ
イルチブレインヨガ岐阜スタジオ
☎058-266-7270

事前募集・当日参加
可

1,500円

5日（日）
① 9時15分
②10時15分

①10時00分
②10時45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 1,000円

9時30分 12時30分 ありがとう講座　＆　フォトフレーム作ろう！ かんがえるスタジオ
笑い文字普及協会
gifu.de.wahaha@gmail.com
☎080-4301-9577（深尾）

事前募集
講座3,240円・フォトフ
レーム1,000円

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

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00分 16時00分 ”旗のヒミツ－ボクの家の旗をつくろう” あつまるスタジオ
articulation
☎058-265-2336

事前募集 1,000円

15時00分 17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

15時00分 19時30分
独身男女の出会い「夏の婚活カフェ」～動物キャラナビ
パーティー編～

かんがえるスタジオ
NPO法人ユメココサポート
npo@yume-coco.net
☎080-1594-9514（西村）

事前募集
男性3,000円・女性2,000
円

6日（月） 9時00分 10時00分 エクササイズ おどるスタジオ
ジャザサイズ
☎080-3071-5855

事前募集・当日参加
可

体験1回無料

9時15分 12時45分

食と健康セミナー～人生100年時代・超高年齢化社会を
健康に生きる～
①管理栄養士による栄養相談（9:15～10:00・11:30～
12:45）
②講演会「食を通じたフレイル予防～たんぱく質で活き
活き元気～」（10:00～11:30）

みんなのホール
（公社）岐阜県栄養士会
☎058-278-5230

事前募集 無料

10時00分 12時00分 スマイル（親育て、子育てサークル・親子夏まつり） かんがえるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

10時00分 12時00分 スマイル（親育て、子育てサークル・赤ちゃんマッサージ） あつまるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

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 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

14時00分 16時00分 戦争体験を語り継ぐ夕べ かんがえるスタジオ
事務局
☎080-4307-1335（田中）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

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

7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

15時00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
プリザ4,500円・生花
3,500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

8日（水） 9時00分 12時00分 邦楽・三味線　奏の会 あつまるスタジオ
三味線　奏の会
☎090-7314-8366

見学自由 無料

9時00分 16時00分 夏休み自由研究　曲を作ろう（１作品　１人２時間） つながるスタジオ
トヨダ音楽教室
☎058-264-4622

事前募集 500円

18時00分 20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

19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）

事前募集・当日参加
可

1,000円

9日（木） 9時00分 11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
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

10時00分
（9時45分開場）

11時30分
廣江まさみ氏　特別講演「あなたは大事な人～遠慮なく
幸せになればいい～」

かんがえるスタジオ
笑い文字普及協会
gifu.de.wahaha@gmail.com
☎080-4301-9577（深尾）

事前募集・当日参加
可

無料

10時30分 11時30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

12時00分 13時00分 夏休み企画　ソプラノリコーダー つながるスタジオ
トヨダ音楽教室
☎058-264-4622

事前募集 500円

13時00分 15時00分 バイオリンを弾いてみよう つながるスタジオ
トヨダ音楽教室
☎058-264-4622

事前募集 500円

13時00分 15時00分
韓国の伝統工芸である「メドゥプ（組み紐）」夏休みの作
品にいかがですか？☆初めての方でも出来るキットです
☆

あつまるスタジオ

（一社）韓日友好修交協会
info@kannichi.or.jp
☎080-3682-1989
http://www.kannichi.or.jp

事前募集・当日参加
可・見学自由

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
無料・飲み物を希望され
る場合は100円

15時00分 18時00分 空き家相談会 あつまるスタジオ
NPO岐阜空き家・相続共生ネット
☎　058-253-5255
FAX　058-251-1646

事前募集・当日参加
可

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

19時00分 20時30分
仏教講座「なぜ生きるかが分かる　幸せになれる７つの
習慣」

つながるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

10日（金） 10時00分 11時15分 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時00分 11時30分 親子ふれあいセミナー おどるスタジオ
(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・見学自由

500円／１親子

10時00分 15時00分 ぶちキッザニア　なりきりセラピスト つながるスタジオ
メナード
☎090-1274-9125（土屋）

当日参加可 無料

13時00分 15時00分 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.co
m

見学自由 無料

18時00分 20時00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？～

あつまるスタジオ
岡部
☎090-7609-3135

事前募集・当日参加
可

500円

19時00分 20時30分
ぎふライブラリークラブイベント「巡るフランス、言葉と音
楽」

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

1日（水）～7日（火） 9時00分 21時00分 岐阜市立島中学校　美術部　部展 ドキドキテラス
岐阜市立島中学校
☎058-232-4141

観覧自由 無料

2日（木）～5日（月） 9時30分
20時30分

（5日は14時）
good art 展 みんなのギャラリー

光村
☎080-2635-7665

観覧自由 無料

7日（火）～12日
（日）

11時00分
18時00分

（12日は17時00
分）

ワシズ　ノリユキ写真展　過去から未来へ繋ぐ文化　ミャ
ンマーと岐阜のポートレート

みんなのギャラリー
(株)ダブル・エディション
w-edition.jp

見学自由 無料

8日（水）～14日
（火）

9時00分
（8日は12時）

21時00分
（14日は15時）

子どもたちに伝える平和のための資料展Ⅱ ドキドキテラス
岐阜市男女共生・生きがい推進課
☎058-214-4792

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。


