
　

１２　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（土） 13:00 16:00 ビーズあそびワークショップ おどるスタジオ
ぎふ西部子ども劇場
☎080-2651-0683（山口）

事前募集・当日参加可 おやこ2人1,000円

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 無料

18:15 20:45 幸せな恋愛・結婚をするための3つの秘訣とは？ つながるスタジオ
ソフィスティブライズ絵理
sophistybrides@gmail.com
☎090-9191-4835

事前募集・当日参加可 無料

19:00 20:00 第11回目　幸福実現党　政策学習会 かんがえるスタジオ
幸福実現党岐阜県本部
☎080-3627-9332（野澤）

当日参加可・見学自由 無料

22日（日） 10:30 11:30 ママとベビーのえいごであそぼ！クリスマスパーティ あつまるスタジオ
マミーズハグ
http://mommyshug.peewee.jp

事前募集 1,200円

18:30 19:30 心と体を癒してあげよう♡　アロマリラックスヨガ おどるスタジオ
菅野　☎090-7861-0737
kinokono3yoga@gmail.com

事前募集・当日参加可
1,000円・ペア割引♡お二人
以上でご参加の場合、お一

人700円

23日（月） 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～

10:30 11:40 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

10:30 15:30 あかちゃん撮影会 あつまるスタジオ
やまきたともか
☎058-372-3378

事前募集・空席あれば
当日可

3,000円・SNS等への写真掲
載不可の場合は4,000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

楽譜代・笛レンタル料500円

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

18:00 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 無料

24日（火）

25日（水） 10:00 11:00 健康に必須！柔軟な背骨づくりのエクササイズ 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

10:30 11:30 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（棚橋）

事前募集・空きあれば
当日可

1,000円

10:30 12:00 美文字レッスン あつまるスタジオ
瑛泉書の会
☎090-2687-6583

事前募集 2,300円

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

事前募集・見学自由 3,500円

13:00 16:10
岐阜県立岐阜北高等学校　第5回演劇部・コーラス部
合同公演

みんなのホール
岐阜県立岐阜北高等学校
☎058-231-6628

観覧自由 無料

①13:15
②14:15

①14:45
②15:45

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

17:30 19:00 ヒッポファミリークラブ あつまるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

26日（木） 10:30 11:30 ママのためのヨガ おどるスタジオ
ぎふママカレッジ
https://gifumamacollege.jimdofree.com

事前募集・当日参加可 500円

12:30 13:30 中高年向け　軽体操＆バランスボールストレッチ 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藤田美香
uchimika8739@gmail.com
☎090-2774-3607

事前募集・空きあれば
当日可

1,500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

19:00 21:00 S49年度伊奈波中学校卒業者　同窓会打合せ つながるスタジオ
仲井　和博
☎058-382-4358
☎090-2615-6895

関係者の事前募集 無料

27日（金） 10:00 11:30 こども色彩知育体験ワークショップ つながるスタジオ
夏希　美怜
☎090-7859-6672

事前募集
3,500円・兄弟割引あり・2人
目以降500円引き

10:00 12:00 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L'amour（ラムール）
☎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 15:00 荒井水墨画サークル かんがえるスタジオ
荒井水墨画教室
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

14:00 15:05 みんなの図書館シアター みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

当日受付 無料

19:00 20:30 仏教ってなに？ かんがえるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

当日参加可・見学自由 無料

28日（土） 9:30 11:30 第7回　CoderDojo岐阜 かんがえるスタジオ
CoderDojo岐阜
hello@coderdojo-gifu.org

事前募集・空きあれば
当日可・見学自由

無料

10:00 11:30
岐阜市ビジネスチャレンジ支援相談窓口ミニセミナー
「ちょっとした工夫で変わる　SNSを使った、お店の宣
伝」

2階　図書館
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

10:15 11:45 HITキャラクトロジー®心理学入門講座 あつまるスタジオ
河野　美帆
rose.bluemoon1109@gmail.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

資料代・お茶代1,500円

11:00 15:00 季節を楽しむフラワーレッスン つながるスタジオ
米山
hanatsuzuri@gmail.com

事前募集・見学自由 参加費5,000円

13:30 16:30 Gifu WordPress Meetup #17 かんがえるスタジオ
Gifu WP　Meetup
gifuwpmeetup@gmail.com

事前募集 無料

13:40 15:20 こころのふれあいサロン あつまるスタジオ
Polaris（ポラリス）
☎058-253-1388

見学自由 無料

休　　館　　日

〒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

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♪



　

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

29日（日） 9:00 10:00 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

10:00 15:00 お仕事コレクション　ファイナル かんがえるスタジオ
リレシプ
rilesipu@gmail.com

見学自由 無料

①11:15
②12:00

①11:50
②12:45

おなか引きしめピラティス
やさしいヨガ

おどるスタジオ
Rika
rk.31.fitness@gmail.com

事前募集・当日参加可
いずれか片方800円・両方で
1,500円

19:30 20:30 サルセーション　レッスン おどるスタジオ
朝倉
☎090-6368-8773

当日参加可・見学自由 700円

31日（火）

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・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
（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

土日（14、15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。　※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。

休　　館　　日


