
　

６　月　２１　～　３０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

21日（木） 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 ♪心の中を整理整頓♪カラーセラピー体験 つながるスタジオ
色彩サロン　カナリヤ
☎050-7115-8028（藤谷）

事前募集 1,000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
MILI MILI HULA STUDIO
☎070-6414-0958

当日参加可・見学自
由

1,000円

①14時30分
②16時30分

①15時30分
②17時30分

「くすりと健康」教室 かんがえるスタジオ
岐阜薬科大学　病院薬学研究室
☎058-230-8100（舘）

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・見学体験は無
料

22日（金） 9時30分 10時30分 ピアノ　de 脳活動 おどるスタジオ
トヨダ音楽教室
☎058-264-4622

事前募集・当日参加
可

500円

10時30分 11時30分 ママとベビーのワクワクヨガ つながるスタジオ
Angel Ring
☎090-1628-6386

当日参加可・見学自
由

1,000円

13時00分 15時00分 荒井水彩画サークル 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

①13時30分
②18時30分

①15時00分
②20時00分

浴衣講座 つながるスタジオ
民族衣裳文化普及協会
☎052-265-6646

当日参加可・見学自
由

1回各500円

19時30分 20時30分 ユキ　ヨガレッスン おどるスタジオ ☎090-2684-3458（後藤　裕）
事前募集・当日参加
可

1,000円

23日（土） 9時00分 11時00分 そらヨガサークル 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・見学自由

1,500円

10時00分 12時30分 岐阜市立女子短期大学公開講座 あつまるスタジオ
岐阜市立女子短期大学
☎058-296-3131

事前募集 1,000円

18時00分 21時00分 着付けサークル つながるスタジオ
乾
☎058-263-0345

当日参加可 2,000円

24日（日） 10時30分 11時30分 市政＆議会報告会 かんがえるスタジオ
岐阜市議　和田直也
☎058-251-2638

当日参加可 無料

11時00分 12時30分 親子の自立支援事業　COCOiRO～ココイロ～ あつまるスタジオ
COCOiRO（ココイロ）
☎090-6584-7087

事前募集 大人300円・子ども100円

11時00分 16時00分 ワンコイン骨盤矯正体験会 つながるスタジオ
カイロオフィスかわしま
☎090-7674-4541（川島　祐司）

事前募集・当日参加
可・見学自由

15分500円

12時00分 13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

事前募集 1,000円

13時00分 15時00分 バイオリン合奏レッスン おどるスタジオ
青山バイオリン教室
☎058-262-6941（青山）

見学自由 無料

13時30分 15時00分 法律・福祉の生活セミナー 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 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

15時00分 17時00分 プレイズオブ尾崎ゴスペルレッスン かんがえるスタジオ
Praise of Ozaki
☎058-383-6489

当日参加可・見学自
由

1,500円

25日（月） 10時00分 11時00分 ベビーマッサージ おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5258-8746

事前募集 1,000円

10時00分 14時00分 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus（２クラス） つながるスタジオ
Sunny Circus（松田）
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800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

13時30分 15時30分 心と身体の健康講座　ストレスについて かんがえるスタジオ
公益社団法人　岐阜病院　地域サー
ビス科
☎058-245-8171

事前募集・当日参加
可

無料

16時00分 19時00分 YA（ヤングアダルト）体育の日 おどるスタジオ
メディコスクラブ
☎090-1625-9396（野尻）

当日参加可 無料

19時00分 21時00分 荒井水彩画教室 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

26日（火）

27日（水） 9時15分 11時45分 子育てが楽になるmama育講座　初級３章４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

10時00分 12時00分 手作り絵本の台本作り あつまるスタジオ
村瀬
☎058-239-7396

事前募集 800円（教材込）

休　　館　　日

 

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

13時00分 16時00分 アロハの風を感じる会 おどるスタジオ
アロハの風を感じる会
☎090-2340-2203

事前募集・当日参加
可

無料

14時00分 15時30分 平成３０年度　第２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

15時30分 18時00分 フラワーアレンジメント あつまるスタジオ
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

17時00分 19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
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

28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

12時00分 14時00分
赤ちゃん連れOK　お子様連れてなくてもOK　バランス
ボールエクササイズ

おどるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会認定
uchimika8739@gmail.com（ミカ）

事前募集・空きあれ
ば当日参加可

1,500円

12時45分 14時45分 ママとベビーの美肌レッスン会　おやつ付き あつまるスタジオ
ママの働き方応援隊
☎090-2260-9258（沖廣）

事前募集 500円

15時30分 17時00分 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）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

16時00分 19時00分 大学入試・入学説明会　岐阜会場 みんなのギャラリー
大学新聞社
☎052-222-1652

当日参加可 無料

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/
☎090-8734-2308（山本）

事前募集・当日参加
可

資料代1,000円

20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 1,000円

29日（金） 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

13時30分 14時30分 体の中からキレイになろう　フラダンス おどるスタジオ
大熊
☎090-3887-3700

当日参加可 500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

事前募集・当日参加
可

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

30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

15時00分 17時20分 障がいのある方・理解のある方向け婚活 あつまるスタジオ
NPO法人ユメココサポート
☎080-1624-0017

事前募集
男性3,000円・女性1,500
円

18時30分 19時30分
講演会「ドイツに学ぶ働き方改革－ワーク・ライフ・バラン
スをどう改善するか－」

かんがえるスタジオ
岐阜日独協会
gifundk@ccn4.aitai.ne.jp

事前募集 無料

18日（月）～25日
（月）

9時00分
（18日は13時）

21時00分
（25日は12時）

原爆写真・沖縄戦写真の展示 みんなのギャラリー
連合岐阜
☎058-240-6605

観覧自由 無料

30日（土）～7月3日
（火）

9時30分
20時:00分

（3日は12時）
portrait展 みんなのギャラリー

伊藤　茂
☎080-5117-4385

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。


