
　

６　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（土） 9:00 12:00 トヨダ音楽教室　リハーサル みんなのホール
トヨダ音楽教室
☎058-264-4622

関係者・観覧自由 無料

9:00 16:00 認知症予防ゲームリーダー養成講座 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 6,000円

9:30 12:00 献血バスによる献血
みんなの広場　カオカ
オ

岐阜県赤十字血液センター
☎058-272-6927

当日受付 無料

① 9:30
②13:00

①12:10
②15:20

平成31年　市民活動支援事業公開企画コンペ かんがえるスタジオ
市民活動交流センター
☎058-264-0011

観覧自由 無料

10:00 12:00 定例がやがや企画会議 協働のへや
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日参加可 無料

①10:30
②11:00

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

12:30 14:30 ありがとう感謝療法ワークショップ あつまるスタジオ
山科　護
☎090-4260-3877

事前募集・当日参加
可

無料

15:00 17:00 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

当日参加可・見学自
由

無料

19:00 20:30
名著、歎異抄から学ぶ「教えてください、なぜ善人より
も悪人なのですか？」

あつまるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

2日（日） 13:00 16:00 平成31年　市民活動支援事業公開企画コンペ かんがえるスタジオ
市民活動交流センター
☎058-264-0011

観覧自由 無料

3日（月） 10:30 11:30 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円～

4日（火） 10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座　現代文学講座 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

10:00 12:00 「7ヵ国語で話そう。」講座 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

10:30 11:30 ベビーマッサージ教室　ペペロミ 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

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

15:30 18:00 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
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

5日（水） 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

①10:30
②11:00

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

11:30 12:45 女性＆子連れ限定　英会話サークル つながるスタジオ
GLEE英会話サークル
ykakami@gmail.com（各務）

事前募集・当日参加
可

500円

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

事前募集・見学自由
材料費（お花代）・飲
み物代3,500円

13:00 18:00 健康講座　骨盤調整付き おどるスタジオ
日本カイロプラクティック連合会
☎090-8673-5130（古田）

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円

16:00 18:00 己書幸座 つながるスタジオ
永井
keiko3993@docomo.ne.jp

事前募集・当日参加
可

2,000円・初回子供半
額

17:30 19:00 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

6日（木） 10:00 12:00 スマイル（子育て勉強会・赤ちゃんマッサージ） つながるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

10:00 12:00 スマイル（子育て勉強会・リズム遊び） かんがえるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

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

事前募集 初回1,000円

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

15:00 17:00 全国芽生会連合会　東海北陸ブロック会議 おどるスタジオ
全国芽生会連合会
☎058-262-0039

関係者 無料

19:00 20:30
名著、歎異抄に学ぶ！この世は人の力ではどうにもな
らんことばかり

つながるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

7日（金） 10:00 11:30 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

10:30 11:30 ママとベビーのワクワクヨガ おどるスタジオ
Angel Ring
☎090-1628-6386（棚橋）

事前募集・当日参加
可

1,000円

13:30 14:30 みさと笛体験 つながるスタジオ
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

500円

15:30 16:30 金魚のハーバリウムディフューザーワークショップ つながるスタジオ
ソレイユ（小島留美子）
soleil-sun@yk.commufa.jp
☎090-2779-4168

事前募集・見学自由 1,500～2,000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（祝日と重なる場合は翌日） 及

び 

年末年始（12/31～1/3） 
 

ぎふメディアコスモス総合案内  ☎058-265-4101 

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

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

8日（土） 10:00 17:00 まゼこゼフぇス　ぎふ2019

みんなの広場　カオカ
オ・つながるスタジオ・ド
キドキテラス・みんなの
ホール・かんがえるスタ
ジオ

（一社）サステイナブルサポート
☎058-215-1931

当日参加可（講演会
は空きがあれば）

講演会1,000円・ワー
クショップ100円

10:30 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

13:30 15:00 外国文化理解講座「モンゴル文化を訪ねる」 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（賛助会員は無
料）

9日（日） 9:00 13:00 暮らしのマネーセミナー かんがえるスタジオ
武市
☎090-9903-9072

事前募集・当日参加
可

無料

9:15 10:15 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にSMSください

事前募集 1,500円

10:00 11:00 第19回　並木道読書会 南東読書スペース
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

10:00 12:00 「7ヵ国語で話そう。」講座 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

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

おどるスタジオ
メアリー佐野
www.isadoraduncan.jp
☎080-6596-5390

事前募集・当日参加
可

2,000円

13:00 18:00 津軽三味線　糸音　合同練習 つながるスタジオ
津軽三味線　糸音
☎090-6466-0223（田中）

見学自由
会員1,000円・見学は
無料

①13:30
②15:30

①15:00
②17:00

婚活イベント あつまるスタジオ
はなしま専科
hanashimasenka.k@gmail.com
☎080-3774-6351

事前募集・当日参加
可

男性4,500円・女性400
円

14:00 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

14:00（13:30受
付）

15:00 講演会「子どもの才能の伸ばし方」 かんがえるスタジオ
ママ応援プロジェクトマミーズ
info@mammys-smile.com
☎0120-222-815

事前募集・当日参加
可

無料

10日（月） 10:00 11:30 ベビーマッサージ つながるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 500円

10:10 11:45
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

10:15 12:45
住まいからできる健康づくり
～あなたは病気になる家に住んでいないですか？～

かんがえるスタジオ
（株）エムズアソシエイツ
https://ms-as.jp
☎0120-40-6613（受付時間9:00～18:00）

事前募集・当日参加
可

無料

10:30 11:30 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 参加費1,500円～

13:30 15:00
初めての朗読
「君たちはどう生きるか」を読んでみよう

あつまるスタジオ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

13:30 15:30 燦餐の会 かんがえるスタジオ
燦餐の会
☎090-7684-2899

事前募集・当日参加
可

600円

15:10 17:00 笑い文字　ありがとう講座 つながるスタジオ
笑い文字（國江）
☎090-2779-1698

事前募集・当日参加
可

3,240円

19:15 20:10 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へSMをください

事前募集 1,500円～

5月30日（木）～6月
2日（日）

9:00
21:00(2日は

16:00）

～素晴らしきチョークアートの世界～アメイジング
チョークアート展
※1日・2日は各日11:00～・14:00～チョークアート体験
開催

みんなのギャラリー
グラフィカルチョーク
☎090-1750-7816（稲川）

観覧自由 無料・体験は1,000円

3日（月）～9日（日）
9:00

(3日は13:00）
18:00

（9日は16:00）
フォトグループ『光影』写真展 みんなのギャラリー

フォトグループ「光影」
☎058-263-7901（堀江　柾夫）

観覧自由 無料

月・水 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・当日参加
可

要問合せ

火・木 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・当日参加
可

要問合せ

金 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・当日参加
可

要問合せ

土日祝 10:30 11:45 モーニングイベント「ストラップづくり」 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
※月曜は6/10～

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（20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 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 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 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

月・火・水・金
（5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

土日
（1、8、9日は除く）

14:00 14:30 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。


