
　

２　月　後　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

16日（火） 10:30 12:00 小３、４のカベ「オヤトコ」 かんがえるスタジオ
NPO法人クローバ
npoclovergifu@gmail.com

女性のみ・事前予約優
先・空きあれば当日参加
可・子供同伴ご遠慮くださ
い

無料

10:30 15:00 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
日参加可

3,000円・SNS等への写真
掲載NGの場合4,000円

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスのレッスン 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
http://gifuscdc.main.jp
gifuscdc.info@gmail.com

見学自由 無料

15:00 17:00 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

18:00 19:30 スロバキアについて話そう会 かんがえるスタジオ
岐阜スロバキア友好協会
（(公財)岐阜市国際交流協会内）
☎058-263-1741

事前募集 500円（会員は無料）

17日（水） 9:00 12:00 三味線練習 つながるスタジオ
三味線奏の会
☎090-7314-8366（松原）

当日参加可 無料

10:00 11:00
子どもの”非認知能力”って何・・・？やり抜く力・乗り越
える力の高め方

みんなのホール
（公社）スコーレ家庭教育振興協会
schole.tokai.gifu@gmail.com
☎058-216-3700

事前募集・空きあれば当
日参加可

500円

13:00 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

14:00（開場
13:30）

15:30 岐阜市都市農業の展望を考える講演会 みんなのホール
ぎふ農業協同組合　組合員相談課
☎058-265-3627

関係者

18日（木） 10:15 11:25 Relax yoga つながるスタジオ
Relax yoga
☎090-4236-1395（わたなべ）

事前募集・当日参加可・
見学自由

1,000円

10:30 11:30 朝ヨガベーシック おどるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご
持参下さい

体験500円・月謝割有

12:00 13:30 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
lunlunsmile8@gmail.com

事前募集・当日参加可・
見学自由

3,500円

13:00 15:00 己書心和道場 あつまるスタジオ
己書心和道場
☎080-4309-7250

事前募集・当日参加可・
見学自由

2,200円

18:00 21:00 楽笑会　己書　体験会と幸座 つながるスタジオ
楽笑会　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

初体験1,000円・大人2,000
円・小1,000円・筆ペン貸し
出し販売あり

18:30 20:00
もう誰も頼らない！家族で学ぶ肩こり改善技術修得講
座

かんがえるスタジオ

たいむ　フィジカル　コーディショニング　アカ
デミー
☎050-5800-8072
https://thymepca.wixsite.com/theme

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

19日（金） 10:30 11:30 産後ママのバランスボール あつまるスタジオ
キラキラバランスボール
sayu.kirakira.balabo717@gmail.com

事前募集 1,800円

14:00 15:00 出張スマホ教室 かんがえるスタジオ
ドコモショップ岐阜正木店
☎0120-598-511
☎058-215-5625

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

14:00（開場
13:40）

15:55 みんなの図書館シアター「シャレード」 みんなのホール
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

20日（土） 9:30 12:20 市民活動支援事業報告会 ドキドキテラス
市民活動交流センター
☎058-264-0011

観覧自由 無料

10:00 12:00 バイオリン合奏 おどるスタジオ
青山バイオリン教室
☎058-262-6941

見学自由 無料

16:30 17:30 リラックスキャンドルヨガ つながるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご
持参ください

1,500円

21日（日） 10:00 11:00 みんなの知恵を集めるcafe♪市政＆議会報告会 あつまるスタジオ
岐阜市議会議員　和田　直也
office@wada-naoya.jp

事前募集（ZOOM参加者
も募集）・当日参加可・見
学自由

無料

10:00 11:30 知らないと損するお金のはなし！お金の座談会 つながるスタジオ
お金の学習塾
info@fp-kyoya.com
https://fp-kyoya.com

事前募集 女性1,000円・男性2,000円

①10:30
②13:30

①12:00
②15:00

子供ロボットプログラミング塾 かんがえるスタジオ
勉強禁止！子供ロボットプログラミング塾
https://www.roboprojuku.com
☎058-338-0587

事前募集 2,000円

13:00 16:00 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

見学自由 無料

22日（月） 9:00 16:00 楽笑会　己書　体験会と幸座 あつまるスタジオ
楽笑会　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

初体験1,000円・大人2,000
円・小1,000円・筆ペン貸し
出し販売あり

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
Sunny Circus　松田友希
sunnycircus.1.2.3@gmail.com

事前募集 2,800円

23日（火・祝） 10:30 12:00 更年期の過ごし方 あつまるスタジオ
NPO法人クローバ
npoclovergifu@gmail.com

女性のみ・事前予約優
先・空きあれば当日参加
可・子供同伴ご遠慮くださ
い

無料

13:15 14:45 健康太極拳 おどるスタジオ
MIWA・BODY・LABO
kyon0168@gmail.com

事前募集・当日参加可・
見学自由

1,800円

13:30 17:30
ボームイングリッシュアカデミーのネイティブ講師が教
える「今使いたい英語」のレッスン

あつまるスタジオ
ボームイングリッシュアカデミー岐阜校
☎058-264-3238

事前募集・当日参加可 テキスト購入あり

24日（水）

25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・見学自由 500円

10:30 11:30 朝ヨガベーシック つながるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご
持参下さい

体験500円・月謝割有

①11:00
②13:00

①12:00
②14:00

①スマホで動画を観よう・②スマホで読書をしよう かんがえるスタジオ
ドコモショップ岐阜店
☎0120-643-767

当日参加可・見学自由 無料

12:30 13:30
中高年向け　誰でもできる軽体操＆ストレッチ（バラン
スボール）

おどるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会
バランスボールインストラクター藤田美香
uchimika8739@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日参加可

1,500円

15:00 17:00 空き家塾 つながるスタジオ
NPO岐阜空き家・相続共生ネット
☎058-253-5255（名和　泰典）

事前募集・当日参加可・
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

お問い合わせ先



　

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

26日（金） 10:00 11:30 キャラクトロジー心理学入門講座 つながるスタジオ
NPO法人未来育プロジェクト～未来來プロ
ジェクト～
ko8se1mama@gmail.com

事前募集 無料

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 無料

13:30 14:30 体の中からきれいになろう　フラダンス おどるスタジオ
大熊
☎090-3887-3700

当日参加可 500円

13:30 15:30 性暴力被害者支援講演会 みんなのホール
ぎふ犯罪被害者支援センター
☎058-275-3933

事前募集・当日参加可 無料

17:30 18:30 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

28日（日）

① 9:30
②10:30
③11:30
④12:30

①10:30
②11:30
③12:30
④13:30

手形足形アートワークショップ あつまるスタジオ
手形足形アートからふる
kogiso.rie@gmail.com

事前募集 500円～

13（土）～20
（土）

9:00
21:00（20日
は17:00）

みて・きいて・しる「NPO活動パネル展」 ドキドキテラス
市民活動交流センター
☎058-264-0011

観覧自由 無料

22日（月）～
3/1（月）

9:00 21:00 まちづくり協議会パネル展 ドキドキテラス
市民活動交流センター
☎058-264-0011

観覧自由 無料

27（土）～28
（日）

10:00 18:00 建築家展 みんなのギャラリー
ダイワ建設（株）
☎0586-82-0840

事前募集・当日参加可・
観覧自由

無料

火（祝祭日・休
館日除く）

13:00 17:00

木（祝祭日・休
館日除く）

14:00 19:30

第4土曜
①10:00
②13:00

①12:00
②18:00

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和３年３月７日（日）まで、開館時間を２０：００までに短縮しております。
※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。

※最終火曜日が祝日のため、２月２４日（水）が休館日になります。

岐阜市ビジネスチャレンジ支援　経営相談窓口
2階　レファレンスカウン
ター

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料


