
　

１２　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（水） 9:00 10:00 体幹を意識！お腹中心のエクササイズ おどるスタジオ
臼井　友里
☎090-4118-1369

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円

10:00 12:00 子育て勉強会（クリスマスリース） かんがえるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

10:00 12:00 子育て勉強会（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

10:30 11:30 ママカレCafe つながるスタジオ
ぎふママカレッジ
https://gifumamacollege.jimdofree.com

事前募集・当日参加可 500円

10:30 11:30 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 初回1,000円

12:00 13:00 ルンルンスマイル　ウォーキング 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

3,300円

13:00 16:00 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 3,500円

14:00 15:30 第3回心の輪講座 かんがえるスタジオ
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

当日参加可 無料

17:30 19:00 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

12日（木） 10:00 11:30 家庭教育セミナー かんがえるスタジオ
（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

10:00 12:00 くらしのマネーセミナー あつまるスタジオ
武市　進
☎080-7411-1440

事前募集・当日参加可 無料

13:30 15:00 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・飲み物希望の場合は
100円

15:15 16:45 チェスのゲームをしよう あつまるスタジオ
EBS
☎090-7311-1655（山田）

当日参加可・見学自由 無料

①18:15
②19:15

①19:45
②20:45

己書　筆ペンで文字アートの体験と幸座 つながるスタジオ
己書楽笑元気道場
☎090-8545-7290

事前募集・当日参加
可・見学自由

2,000円・初回体験は1,000円

18:15 20:45 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・体験は無料

13日（金） 10:00 11:40 ウッドビーズで遊ぼう会 おどるスタジオ
子育てネットひまわり
☎080-2649-6469（大塚研二）

当日参加可・見学自由 500円

10:00 12:00 調味料セミナー　塩・油 かんがえるスタジオ
夏希　美伶
☎090-7859-6672

事前募集・当日参加可
3,000円・割引あり・友人と一
緒に参加2,500円

①10:10
②11:00

①10:50
②11:40

Let's enjoy　リトミック（①1・2歳児　②0歳児） あつまるスタジオ
福地
☎090-3619-9681

事前募集・当日参加
可・見学自由

1組800円

10:30 11:30 骨盤ボディメイクレッスン つながるスタジオ
aco（インストラクター）
hb_base_aco@yahoo.com
☎090-1782-0213

事前募集・見学自由 初回1,000円

13:00 14:30 エンディングノート作成講座　初級編 あつまるスタジオ
日本エンディング協会
☎0120-481-743

事前募集・当日参加可 無料

13:00 15:00 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.com

見学自由 無料

13:30 15:30 第3回市民講座「葬儀」「成年後見等」 おどるスタジオ
市民後見センターぎふ
☎090-4407-8376

事前募集・当日参加可 無料

18:00 20:00 起業講座 あつまるスタジオ
岐阜市創業支援ルーム
☎058-265-2311

事前募集・当日参加可 無料

18:30 20:45
出産後から更年期カラダのトリセツ
～ライフステージの変化を楽しむために～

おどるスタジオ
マドレボニータ東海TOMOS
tomos.madretokai@gmail.com

事前募集 3,500円

14日（土）
①10:00
①11:00
②13:00

①10:30
①11:30
②13:30

クリスマスのおはなし会　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

当日受付 無料

10:00 15:00 障がい者理解啓発イベント2019
おどるスタジオ（午前の
み）・ドキドキテラス

岐阜市障がい福祉課
☎058-214-2138

当日参加可・見学自由 無料

11:00 12:00 1時間で中国語のハッピーバースディを歌って覚えよう つながるスタジオ
中国語あそびサークルla-la
largo_k_caoli@yahoo.co.jp

事前募集・当日参加可 700円資料代込み

13:00 15:00 きよまるcafeはじめます！ あつまるスタジオ
岡本
kiyoko1207@ccn.aitai.ne.jp

当日参加可・がん体験
者など

無料

13:30 15:00 長良川大学講座「古典文学へのいざない」 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

15日（日） 10:00 11:30 子供倫理塾 あつまるスタジオ
家庭倫理の会　岐阜市
☎090-6575-3009

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

①10:05
②11:05

①10:55
②11:50

①ひめとれポールヨガ
②キッズコアトレ

おどるスタジオ
河瀬
☎070-3842-4062

事前募集・見学自由
ひめとれ1,200円・キッズ
1,000円

①11:00
②14:00

①11:40
②14:40

クリスマスのおはなし会　４さい～小学生むけ かんがえるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日受付 無料

13:00 15:30
ダンカンダンスを体験してみませんか？
Duncan Dance in Gifu

おどるスタジオ
メアリー佐野
info@duncandance.org

当日参加可 2,000円

13:30 15:00 うたごえひろば あつまるスタジオ
NPO法人Lifeあんしんねっト
☎090-4858-0740（クワバラ）

当日参加可 無料

16:00 18:00 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

18:15 19:45 初めてのシヴァナンダヨガ つながるスタジオ
Sita
https://coubic.com/room37

事前募集 参加費2,000円

16日（月） 9:30 11:30 自分の魅力発見！　Being up シートセッション かんがえるスタジオ
ぎふママカレッジ
https://gifumamacollege.jimdofree.com/

事前募集・当日参加可 2,000円

1２月２２日（日）

テニテオイルミナード２０１９

クリスマスイベント

を開催します♪

〒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

10:00 12:00 荒井デッサン教室 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

①10:10
②11:00

①10:50
②11:45

北村サークル 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

①10:15
②12:15

①11:30
②13:30

ベビーサイン＆クラフト教室　Sunny Circus つながるスタジオ
ベビーサイン＆クラフト教室
Sunny Circus（松田友希）
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800円

17:30 19:00 フラダンスレッスン おどるスタジオ
Hálau 'O Ku'uleialohamaikalá
aco.kuuleialoha@gmail.com

見学自由 無料

17日（火） 9:45 12:00 ぎふ産後ケアの日（託児ルーム） つながるスタジオ
ぎふ産後ケアの日実行委員会
gifusangocare@gmail.com

事前募集 無料

10:00 12:00 ぎふ産後ケアの日 かんがえるスタジオ
ぎふ産後ケアの日実行委員会
gifusangocare@gmail.com

当日参加可 無料

10:00 12:30 2019　宝物探しゲーム あつまるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 2,000円

10:30 11:30 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 初回1,000円

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスの練習 おどるスタジオ
岐阜スコティシュカントリーダンスクラブ
gifuscdc.main.jp
☎058-262-1656

見学自由 無料

16:00 17:00 出張スマホ教室 あつまるスタジオ
ドコモショップ岐阜正木店
☎0120-598-511

事前募集・空きがあれ
ば当日可

無料

16:00 18:00
週刊金曜日読者会『拡大版』（東京から東濃へ！　主
催）

つながるスタジオ
東京から東濃へ！shue
shuevendredi@gmail.com

事前募集・当日参加可 200円

18日（水） 9:00 10:00 股関節を柔らかく！脚とおしりのエクササイズ おどるスタジオ
臼井　友里
☎090-4118-1369

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円

9:00 12:00 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

10:00 12:00 くらしのマネーセミナー かんがえるスタジオ
武市　進
☎080-7411-1440

事前募集・当日参加可 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 3,500円

14:00 15:30
岐阜市人権教育・啓発推進専門委員会　第2回第3専
門部会

あつまるスタジオ
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

関係者 無料

17:30 19:00 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

19日（木） 10:00 11:30 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

10:30 11:30 ベビーマッサージ教室と足型アート 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

10:30 11:30 産後バランスボール（産後のボディメンテナンス） 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円～

13:00 15:00 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.com

見学自由 無料

14:00 16:15
岐阜市定着率向上支援セミナー
第3回「社員が楽しく働ける会社を作りたい！！」

かんがえるスタジオ
岐阜市産業雇用課
☎058-214-2358

事前申込が定員に満た
ない場合、当日参加も
可

無料

20日（金） 10:00 11:30 手話勉強会 かんがえるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

事前募集 無料

①10:10
②11:00

①10:55
②11:45

ママとベビーのえいごであそぼ！ つながるスタジオ
マミーズハグ
http://mommyshug.peewee.jp

事前募集
１回800円・チケット6回分
4,000円

19:00 21:00 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（1h）

15（日）～18
（水）

9:00（15日
は12:00）

21:00（18日
は16:00）

ポネル展 ドキドキテラス
NGO水を考える女性会議
info@mizujosei28.org

観覧自由 無料

19日（木）～21
日（土）

9:00(19日
は12:00）

21:00（21日
は17:00）

ポスターグランプリ　in　ぎふ みんなのギャラリー
岐阜県印刷工業組合
☎058-295-4831

観覧自由 無料

火・木（24日・
26日・31日は

除く）
18:30 20:30 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 要問合せ

月・水（23日・
25日・30日は

除く）
18:30 20:30 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 要問合せ

金（27日は除
く）

18:30 20:30 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 要問合せ

土日祝（14日・
28日・29日は

除く）
10:30 11:45 モーニングイベント「クリスマス☆オーナメント作り」 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・火・水・木・
金（24日・26

日・30日・31日
は除く)

14:00 14:45
言語くらぶ
（月曜：ベトナム語、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木曜（19
日）

19:00 20:30 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）

土日（14日・28
日・29日は除

く）
13:15 13:45 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

土（14日・28日
は除く）

15:00 15:45 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（29日は除
く）

14:00 15:00 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（29日は除
く）

10:00 12:00 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・火・水・金
（17、18、24、
31日は除く）

10:30 10:50 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

火・木（24、31
日は除く）

14:00 19:30 岐阜市ビジネスチャレンジ支援　経営相談窓口
2階　リファレンスカウン
ター

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料

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。　※12月は、最終火曜日が年末年始と重なるため、24日（火）も休館日となります。
図書館システム入れ替えのため、来年１月１５日（水）～２６日（日）は、２階図書館は臨時休館します。


