
　

７　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（月） 10:00 11:20 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

10:30 11:30 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

2日（火） 10:00 11:30 家庭教育セミナー あつまるスタジオ
（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

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

15:00 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

13:00 15:30 会員経験発表会・安全就業推進大会 みんなのホール （公社）岐阜市シルバー人材センター 観覧自由 無料

20:00 21:00 ピラティス　グループレッスン つながるスタジオ
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

3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

10:00 12:00 キューブ型ハーバリウム作成 かんがえるスタジオ
アーガマ会
☎058-266-8926（酒井）

事前募集 1,500円

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

10:15 11:30 ベビーサイン＆クラフト教室　Sunny Circus つながるスタジオ
Sunny Circus
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800円

10:30 11:30
プロカメラマンによる撮影付き　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 2,200円

13:00 14:00 ピラティス グループレッスン おどるスタジオ
臼井
☎090-4118-1369

当日参加可・見学自
由

1,000円

13:00 15:00 仏教講演会 かんがえるスタジオ
アーガマ会
☎058-266-8926（酒井）

見学自由 無料

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

14:00 15:30 人権学習講座③ 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

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

18:30 20:30 ドイツ語講座 つながるスタジオ
岐阜日独協会
☎058-387-4596

当日参加可・見学自
由

無料

4日（木）
①9:45
②10:45

①10:30
②11:30

親子でランラン　リトミック（①ひよこクラス・②うさぎクラ
ス）

おどるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円

10:30 11:30 ♪心の中を整理整頓♪　カラーセラピー体験会 つながるスタジオ
色彩サロン☆カナリヤ
☎050-7115-8028

事前募集・当日参加
可

1,000円

12:30 13:30 中高年向け　軽体操＆ボールストレッチ 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　ミカ（藤田）
uchimika8739@gmail.com

事前募集・空きあれば
当日可

1,500円（当日参加
1,800円）

13:30 15:30 心と身体の健康講座　ストレスとのつきあい方 かんがえるスタジオ
岐阜病院
☎058-245-8171

事前募集 無料

14:00 16:00 エミコスモス会 おどるスタジオ
鎌田
☎090-3857-7292

見学自由 無料

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

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へショートメールください

事前募集 1,500円

5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

10:10 11:45 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・6回分チ
ケット4,000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
kokokara.barabo@gmail.com
☎090-4087-6929

事前募集・当日参加
可

初回1,000円

12:00 12:50 家族のこころのコーチング体験会 つながるスタジオ
マミーズハグ
http://mommyshug.peewee.jp

事前募集・当日参加
可

無料

14:00 16:30 岐阜市人権教育・啓発推進専門委員会　第2専門部会 つながるスタジオ
岐阜市人権啓発センター
☎058-214-6119

関係者

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

6日（土） 9:30 11:30 第2回　CoderDojo 岐阜 あつまるスタジオ
Coder Dojo岐阜
hello@coderdojo.gifu.org

事前募集 無料

10:00 11:00 みんな　de えほん おどるスタジオ
任意団体ハッピー・ハーモニー
happyharmony4gifu@gmail.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

100円

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

13:00 16:30 Gifu WordPress Meetup #12 あつまるスタジオ
Gifu WP Meetup
gifuwpmeetup@gmail.com

事前募集 無料

15:30 17:30 ありがとう感謝療法ワークショップ つながるスタジオ
ありがとう感謝療法ネットワーク
☎090-4260-3877（山科　譲）

当日参加可・見学自
由

無料

【自主事業開催予告！】
７月1３日（土）～1５日（月・祝）　みんなの森　ぎふメディアコスモス　「みんなの森のフム・ドキ・ワイ」　　開館４周年記念イベント

〒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 

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



　

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

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

7日（日） 9:00 10:00 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

10:00 11:30 子供倫理塾「短歌を作ろう」 あつまるスタジオ
家庭倫理の会岐阜市
☎090-6575-3009（中瀬）

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

10:00 12:00 オーストラリアすっぽり体験スクール説明会 おどるスタジオ
ワールド外語学院
☎058-254-8700

事前募集 無料

12:00 13:00 「占い相談」予約受付 あつまるスタジオ
福岡　天子（たかこ）
☎090-9269-0587

事前募集・当日参加
可

3,000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

13:00 19:00
ZUMBAワークショップ　～フレーバーセッション～　～
ZUMBA　PARTY～

おどるスタジオ
（株）JWI
☎0120-13-9680

事前募集

フレーバーセッション1
コマ3,240円・ズンバ
パーティー1コマ2,160
円

13:30 0才から楽しめる　はじめてのオーケストラ みんなのホール

ぎふサンSUN子ども劇場協議会
☎0581-22-5443（ぎふ山県子ども劇場）
☎058-231-1440（ぎふ西部子ども劇場）
☎058-252-5082（岐阜中部西子ども劇場）

事前募集・当日参加
可

4才以上1,500円

14:00 16:00 呼吸瞑想ヨガ あつまるスタジオ
ハッピーブレインクラブ岐阜
☎090-7862-1544

当日参加可 参加費用500円

15:00 15:20 特別よみきかせの会　絵本『サワグルミのおじいさん』 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

17:10 19:00 笑い文字　ありがとう講座 あつまるスタジオ
笑い文字（國江）
☎090-2779-1698

事前募集・当日参加
可

3,240円

8日（月） 9:00 10:00
ピラティスグループレッスン―美脚とヒップアップづくり
のエクササイズ―

おどるスタジオ
yuri
☎090-4118-1369

事前募集・当日参加
可・見学自由

1,000円

①10:10
②10:55
③11:50

①10:50
②11:45
③12:45

Let's enjoy リトミック！！ あつまるスタジオ
山本
☎090-5876-1723

事前募集・当日参加
可

親子1組800円

10:30 11:30 産後バランスボール（はじめよう！産後ケア） おどるスタジオ
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 14:30 ベビーマッサージ教室 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

18:00 20:00 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
見学は無料・事前に
お問い合わせください

9日（火） 10:00 11:00 「平和の鐘」式典 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

10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座　歴史講座 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

10:10 11:45 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
http://mommyshug.peewee.jp

事前募集
１回800円・6回チケッ
ト4,000円

10:30 11:30 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

13:00 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

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

当日参加可 無料

15:00 18:00 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
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

10日（水） 10:30 11:30
ママカレCafe　イライラモヤモヤを楽しい子育てに変え
たい？

あつまるスタジオ
ぎふママカレッジ
gifumamacollege@gmail.com

事前募集・当日参加
可

500円

13:30 14:30 みさと笛　体験 あつまるスタジオ
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

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

事前募集・当日参加
可

600円

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

当日参加可 無料

2日（火）～7日
（日）

10:00 18:00（7日は16:00） 第7回フォト美濃写真展 みんなのギャラリー
フォト美濃　代表　杉下和彦
☎090-9917-2094

観覧自由 無料

3日（水）～11日
（木）

9:00（3日は12:00）
21:00（11日は

15:00）
子どもたちに伝える平和のための資料展 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

6日（土）～7日
（日）

10:00 16:00 女子部マルシェ かんがえるスタジオ
市民講師女子部ぎふ
☎090-6649-9392（伏屋）

当日参加可 無料・有料ともあり

月・水（15、29、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・当日参加
可

要問合せ

火・木（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・当日参加
可

要問合せ

金（26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・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
（30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（18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
（3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
（6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。


