
　

１　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（月）～3日（水）

4日（木） 9時00分 15時30分 メディアコスモスお正月イベント
かんがえるスタジ
オ・ドキドキテラス

岐阜市ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

事前申込不要 無料

10時00分 12時00分
頼山陽と江馬細香－美濃の文人たち－講師　湯谷祐三
（愛知県立大学非常勤講師）

あつまるスタジオ
長良川画廊
☎058-263-4322（岡田　晋）

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

5日（金） 10時00分 15時00分 メディアコスモスお正月イベント
かんがえるスタジ
オ・ドキドキテラス

岐阜市ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

事前申込不要 無料

11時30分 14時50分 みんなの筆学所にっこりと「書き初め祭」 あつまるスタジオ
みんなの筆学所にっこりと
☎090-2265-5176

事前募集・当日参加
可

600円

19時00分 20時30分
ニューイヤー・コンサート　Tony Sano From America with
Love

みんなのホール
メアリー佐野
☎080-6596-5390

当日参加可
全自由席1,500円（当日
2,000円）

19時00分 21時00分 ヨガレッスン あつまるスタジオ
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

6日（土） 10時00分 12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

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

14時00分 16時00分
作家と語ろうin岐阜「わたしのライブラリー
～賢治×北の風土×わたしの暮らし方～」

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・先着 無料

7日（日） 10時00分 17時00分 笑い文字　ベーシック講座 あつまるスタジオ
笑い文字普及協会
☎090-2779-1698（國江）

事前募集・当日参加
可

25,000円（税別）

11時00分 11時55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

当日参加可・見学自
由

1,000円

12時00分 14時00分 ヴァイオリン合奏レッスン おどるスタジオ
青山ヴァイオリン教室
☎058-262-6941

見学自由 無料

14時00分 16時30分
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
☎080-6596-5390

当日参加可 2,000円

8日（月） 9時30分 14時00分 宇宙に選ばれる引き寄せの法則 あつまるスタジオ ☎090-2182-5889（酒井） 事前募集 3,000円

10時30分 12時00分 ルンルンスマイル　ウォーキングレッスン おどるスタジオ
ルンルンスマイル
☎058-398-3655

当日参加可 3,300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（山本）

当日参加可・見学自
由

無料

16時00分
（開場は15時30

分）
17時00分 テニテオイルミナード２０１７　ジャズライブ みんなのホール

岐阜市ぎふメディアコスモス事業課
☎058-265-4101

当日14:30よりみんな
のホール前にて整理
券配布

無料

9日（火） 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

13時30分 15時00分 リウマチさんの学びの集い かんがえるスタジオ
(公社）日本リウマチ友の会　岐阜支
部
☎0584-62-5238

当日参加可 無料

14時30分
（14時開場）

16時30分 岐阜市長選・公開討論会 みんなのホール
奥田順之
mahola@mahola.jp

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）・フラワーアレンジ
メント

おどるスタジオ

フラワーサークル　L'amour（ラムー
ル）
lei4026@icloud.com
☎090-6595-4195

事前募集 3,500円

10日（水） 9時00分 12時00分 手話勉強会 かんがえるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

見学自由 無料

12時00分 16時00分 荒井水墨画 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

13時30分 14時30分 中高年向け　バランスボールで軽体操＆ストレッチ かんがえるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会認定
uchimika8739@gmail.com
☎090-2774-3607（ミカ）

事前募集・当日参加
可

1,500円

11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
岐阜市高齢福祉課
☎058-214-2173

事前募集 資料代1,000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

事前募集・見学自由 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

12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
mommyshug.gifu@gmail.com

事前募集・見学自由 800円

10時30分 11時40分 ママヨガ おどるスタジオ
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

14時15分 15時45分 スマートフォンを使った動画制作勉強会 あつまるスタジオ
ぎふまちPR動画プロジェクト
☎090-2682-4491（いわさ）

事前募集・当日参加
可

無料

18時30分 20時30分 ビジネス支援セミナーⅡ 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日（土） 13時00分 17時00分 第7回　WordBench　岐阜 あつまるスタジオ
WordBench　岐阜
wbgifu@gmail.com

空きがあれば当日参
加可

500円

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 15時30分
メディアコスモス新春美術館　記念シンポジウム「色即是
芸」

みんなのホール
岐阜市文化芸術課「メディアコスモス
新春美術館」係
☎058-214-4973

事前募集 無料

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「負の連鎖からの
起死回生」～創業20年、海外進出に至った企業経営の秘
訣～

かんがえるスタジオ
産業雇用課
☎058-214-2358

事前募集 無料

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 

●1月4日（木）～5日（金）  お正月イベント ●1月13日（土）～28日（日） 

メディアコスモス新春美術館2018 

●1月8日（月・祝）テニテオイルミナードJAZZ LIVE  

昨年の様子 



　
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

18時00分 21時00分 着付け講座 あつまるスタジオ
着付けサークル
☎058-263-0345（乾）

見学自由 月2回　2,000円

14日（日） 9時30分 10時45分 朝ヨガ 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・見学自由

1,500円

10時00分 12時30分
第1部　ほっぺの会新春セミナー「輝く人には秘密があ
る！今年の私は輝きオーラ」

かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747（宇野）

事前募集 3,000円・託児1,000円

13時00分 15時00分
生涯学習「長良川大学」単位取得認証式・
講演会「めざせ！ぎふスーパーシニア！！」

みんなのホール
岐阜市男女共生・生きがい推進課
☎058-214-4792

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
☎090-12334-6367

当日参加可・見学自
由

無料

13時30分 15時30分
第2部　キャリアトランプ人材育成体験セミナー「楽しく働
く・豊かに生きる」

かんがえるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747（宇野）

事前募集 3,000円・託児1,000円

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日（月） 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00分 12時00分 ピヨピヨクラブ（親子ヨガ） 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

12日（金）～19日
（金）

9時00分
21時00分

（19日は13時）
岐阜県ユネスコ協会”絵で伝えよう「わたしの町のたから
もの」”

ドキドキテラス
岐阜県ユネスコ協会
☎058-215-0367

観覧自由 無料

13日（土）～28日
（日）

10時00分
17時00分

（入場は16時30分
まで）

メディアコスモス新春美術館2018　色即是芸 みんなのギャラリー
岐阜市文化芸術課「メディアコスモス
新春美術館」係
☎058-214-4973

観覧自由 無料

平日
（17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
（6、13、20、21、28
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・金
(4日、5日は除く)

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

予約不要 無料

第1･2･4･5土日
（13日は除く）

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
（21日は除く）

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
（13日は除く）

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
（21日は除く）

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

予約不要 無料

4日（木）～31日
（水）

10時30分 11時45分 春節（中国）イベント 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
(1,3,8日は除く）

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
(2,4,30日は除く）

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
(5,日は除く）

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

イベントの記載内容は、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。


