
　

２　月　２１～２９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（金） 10:00 11:30 手話勉強会 おどるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

関係者の事前募集 無料

①10:10
②11:00

①10:55
②11:45

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

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

14:00 15:55 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 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／h

22日（土） 市民活動支援事業報告会 ドキドキテラス 市民活動支援センター 観覧自由 無料

10:30 11:30 親子で童話を聞く会 おどるスタジオ
実践童話の会
☎058-324-4678（外山）

当日参加可 無料

23日（日） 10:00 12:00
メディアコスモス新春美術館2020　ワークショップ「雅
にあそぼう『貝合わせ』」

かんがえるスタジオ
メディアコスモス新春美術館実行委員会（岐
阜市文化芸術課内）
☎058-214-4973

事前募集 無料

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

15:00 16:00 税の使われ方・解説＆市政報告会 かんがえるスタジオ
岐阜市議会議員　和田直也
office@wada-naoya.jp

当日参加可 無料

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

24日（月・祝）
①10:00
②13:00

①11:30
②14:30

子供ロボットプログラミング大作戦 おどるスタジオ
勉強禁止！子供ロボットプログラミング塾
info@roboprojuku.com
☎058-338-0587

事前募集・空きあれば
当日参加可

参加費2,000円

10:00 15:00 岐阜市手話フェスティバル2020 かんがえるスタジオ
岐阜市聴覚障害者協会
gicyokyo@gmail.com

見学自由 無料

13:00 14:40 第7回　岐阜市ごみ減量フォーラム みんなのホール
岐阜市低炭素・資源循環課
☎058-214-2179

事前申し込み不要 無料

18:30 20:30 「パブリックとスペース」 かんがえるスタジオ
前林明次
maebayashi@iamas.ac.jp

事前募集・当日参加可 無料

25日（火）

26日（水） 10:15 11:30 ベビーサイン＆クラフト教室Sunny Circus おどるスタジオ
ベビーサイン&クラフト教室Sunny Circus（松
田友希）
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800円

10:30 11:30 ママとベビーのワクワクヨガ＋お茶会 あつまるスタジオ
Angel Ring
☎090-1628-6386（棚橋）

事前募集・空きあれば
当日可

1,500円

10:30 12:00 キャッシュレス時代を賢く生きる方法 かんがえるスタジオ
わの会母親カウンセラーネットワーク
wanokai39@yahoo.co.jp

当日参加可 500円（非会員）

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 3,600円

16:00 18:00 岐阜県空き家管理業協会研修会 あつまるスタジオ
岐阜県空き家管理業協会
☎058-227-6933

関係者

17:30 19:00
ヒッポファミリークラブ　親子で参加できるワークショッ
プ

おどるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

見学自由 無料

27日（木） 10:00 12:00 己書　体験会と幸座 かんがえるスタジオ
楽笑会　己書　楽笑元気道場
sumie712@gmail.com
☎090-8545-7290（桂川）

事前募集・当日参加
可・見学自由

体験1,000円・大人2,000円小
1,000円・筆ペン貸出し、販売
もあり

10:30 11:30 産後バランスボール（お子様づれで運動不足解消） 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～

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 500円

①12:30
②14:00

①13:30
②15:00

①スマホでカメラを体験してみよう。
②スマホで便利♪マップを使ってみよう。

かんがえるスタジオ
ドコモショップ岐阜店
☎058-294-4670／0120-64-3767

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

14:00（13:30
開場）

15:30
もしもの時の医療と介護を考える講演会
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しま
す

みんなのホール
岐阜市高齢福祉課　地域包括支援係
☎058-214-2090

事前募集 無料

15:15 16:45 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）

当日参加可・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

19:00 2:30
Let's　朗読
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しま
す

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

28日（金）
①10:10
②11:00

①10:55
②11:45

ママとベビーのえいごであそぼ！
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しま
す

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

12:00 15:00 HITキャラクトロジー心理学マスター講座 あつまるスタジオ
HITキャラクトロジー心理学協会
bkdcn380@ybb.ne.jp

事前募集 1,000円お弁当代

13:00 15:00 荒井水墨画サークル かんがえるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由・関係者は当
日参加可

無料

13:30 14:30 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
☎090-4087-6929

事前募集 初回1,000円

14:00 16:00

ぎふし共育・女性活躍企業認定式・岐阜市男女共同
参画優良事業者表彰式／記念講演
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しま
す

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・空きあれば
当日可

無料

15:30 17:00 エンディングノート作成講座 あつまるスタジオ
日本エンディング協会
☎0120-481-743

事前募集・当日参加可 無料

18:30 20:30
季節を楽しむフラワーレッスン
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しま
す

あつまるスタジオ
米山
hanatsuzuri@gmail.com

事前募集・見学自由 3,500円

19:00 21:00 司町旧総合庁舎保存活用協議会準備委員会 かんがえるスタジオ
岐阜県建築士会
☎058-215-9361

関係者 無料

29日（土） 9:30 12:00
第9回　CoderDojo岐阜
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しま
す

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

午前の部： 9:45～11:25
午後の部：13:00～14:45

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）

毎月最終火曜日及び年末年始（12/31～1/3）
※最終火曜日が祝休日と重なる場合は、翌日が休館日となります。

※最終火曜日が年末年始と重なる場合は、前週の火曜日が休館日となります。

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

13:00 15:00 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

13:30 15:45
合唱アカデミー
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しま
す

みんなのホール
岐阜県女声コーラス連盟
☎058-237-4618

観覧自由 500円

13:30 17:00
Gifu WordPress Meetup #19
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しま
す

かんがえるスタジオ
Gifu WP Meetup
gifuwpmeetup@gmail.com

事前募集・空きあれば
当日可・見学自由

無料

18:00 19:30 歎異抄の勉強会 あつまるスタジオ
古典を学ぶ会
☎070-1369-7141

事前募集・当日参加
可・見学自由

無料

19:00 20:30 「よくわかる　トランポノミクス　講話」 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

8日（土）～24
日（月・振）

10:00
17:00（入場
は16:30ま

で）
メディアコスモス新春美術館2020

みんなのギャラリー・つ
ながるスタジオ

メディアコスモス新春美術館実行委員会（岐
阜市文化芸術課内）
☎058-214-4973

観覧自由 無料

16日（日）～22
日（土）

9:00
21:00（22日
は17:00）

NPO活動パネル展 ドキドキテラス
市民活動支援センター
☎058-264-0011

観覧自由 無料

24日（月祝）～
3月1日（日）

9:00
21:00（3月1

日は
17:00）

まちづくり協議会　活動パネル展 ドキドキテラス
市民活動支援センター
☎058-264-0011

観覧自由 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。


