
　

１１　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（金） 10:00 11:30 手話勉強会 あつまるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

事前募集 無料

10:30 11:30 産後女性向け　バランスボール つながるスタジオ
竹中
gifusangocare@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日可

1,000円

12:00 13:00 さんぽde野外ライブ　ランチコンサート ドキドキテラス
岐阜市文化芸術課
☎058-214-4973

観覧自由 無料

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雅の会
☎090-3952-2886（藤本きよみ）

事前募集・当日参加可・
見学自由

500円（楽譜・笛貸出料）

18:30 20:00 「やさしい日本語」講座 かんがえるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 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

1h 1,000円・2h 1,500円

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

事前募集 無料

10:30 15:30 災害ボランティアのつどい かんがえるスタジオ
岐阜市社会福祉協議会
☎058-255-5511

事前募集 無料

12:00 13:00 さんぽde野外ライブ　ランチコンサート ドキドキテラス
岐阜市文化芸術課
☎058-214-4973

観覧自由 無料

13:00 15:00 ワークショップ　魔法使いの首飾りをつくろう！ 2階　児童のグローブ
岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

参加自由 無料

13:30 15:30
なないろの会　第4回アルコバレーノコンサート～どこか
で聞いた、あの曲この曲～

みんなのホール
なないろの会
7716nokai@gmail.com

観覧自由 無料

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

事前募集 無料

14:00 16:30 インストラクターのためのペーパーリーフアート講座 つながるスタジオ
岩越　昌文
☎090-9896-6078

事前募集・当日参加可・
見学自由

500円

15:00 17:00 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

3日（日・祝） 9:30 11:30 こども店長になってお金のことを楽しく学ぼう！ あつまるスタジオ
キッズ・マネー・スクール若鮎校
axakiko@yahoo.co.jp
☎090-2924-2400（森島）

事前募集・見学自由 1世帯200円

12:00 13:00 さんぽde野外ライブ　ランチコンサート ドキドキテラス
岐阜市文化芸術課
☎058-214-4973

観覧自由 無料

13:00 15:00 ぼくのわたしのショートショート発表会 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

13:00 15:00 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・見学自由 無料

13:30（開場
13:00）

15:30
岐阜市史現代Ⅱ刊行記念講演会「公文書管理と地方自
治体　－公文書はなぜ残さなければならないのか」

かんがえるスタジオ
岐阜市社会教育課
☎058-214-7157

事前募集 無料

14:30 16:30 ありがとう感謝療法ワークショップ つながるスタジオ
山科　譲
☎090-4260-3877

事前募集・当日参加可・
見学自由

無料

16:00 17:00
みんなの知恵を集めるcafe　「税の使われ方　昨年度
岐阜市の決算を中心に」

あつまるスタジオ
岐阜市議会議員　和田　直也
office@wada-naoya.jp

当日参加可・見学自由 無料

18:30 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

4日（月・休） 10:00 11:30 こども色彩知育教室体験会 つながるスタジオ
夏希　美伶
☎090-7859-6672

事前募集・当日参加可 3,500円・兄弟割あり500円引き

10:00 15:45 ぎふ歴史ロゲイニング かんがえるスタジオ
NPO法人大和Company
gifu.rogaining@gmail.com

事前募集 無料

10:30 15:00 さんぽde野外ライブ
みんなの広場　カオカ
オ
雨天：みんなのホール

岐阜市文化芸術課
☎058-214-4973

観覧自由 無料

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・空きあれば当
日可

3,000円・SNS等の掲載不可の場
合は4,000円

14:00 スペシャルおはなし会「ようこそ魔法の世界へ」 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

5日（火） 9:00 12:00 HITキャラクトロジー心理学マスター講座 つながるスタジオ
HITキャラクトロジー心理学協会
bkdcn380@ybb.ne.jp（大野）

事前募集 無料

10:00 11:50 読書サークル協議会文学講座 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

10:30 11:30 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・当日参加可 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

15:15 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

6日（水） 9:00 10:00 体幹を意識！お腹中心のエクササイズ 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

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

①10:00
②11:00

①11:00
②11:20

親子でハッピー　ベビーマッサージ（①ベビーマッサージ
②トーク＆ティタイム）

つながるスタジオ
ほっぺの会
☎070-5332-8746

事前募集 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

12:30 13:45 ピラティスでリフレッシュ！ おどるスタジオ
G.pilates
yucca_b_hero@yahoo.co.jp

事前募集・当日参加可 800～1,000円

〒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 16:00 福祉講座 みんなのホール
岐阜県年金協会
☎058-210-2611

事前募集・当日参加可・
観覧自由

無料

15:00 16:30 己書心和道場　90分幸座 つながるスタジオ
永井
☎080-4309-7250

事前募集・見学自由 2,200縁、初回・子供半額

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 無料

7日（木） 10:00 12:00 子育て勉強会スマイル（親子ふれあい遊び） かんがえるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

10:00 12:00 子育て勉強会スマイル（赤ちゃんマッサージ） つながるスタジオ
スマイル
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

13:30 15:00 第八回　読人の会 みんなのホール
河合
☎058-265-2394

観覧自由 無料

14:00 16:15
岐阜市定着率向上支援セミナー　第1回「社員の定着の
入り口は面接。自社に適した人材選びとは？」

かんがえるスタジオ
岐阜市産業雇用課
☎058-214-2358

事前申込が定員に満たな
い場合、当日参加も可

無料

8日（金） 10:00 11:30 家庭教育セミナー かんがえるスタジオ
（公社）スコーレ家庭教育振興協会　東海地区
☎090-1101-1586

事前募集・当日参加可 受講料500円

11:20 12:30
エレナ先生による　ベビーとママのためのEnglishサーク
ル

つながるスタジオ
GLEE英会話スクール
ykakami@gmail.com
☎050-5534-8676

事前募集・空きあれば当
日可

1,000円

13:00 15:00 荒井水墨画サークル あつまるスタジオ
荒井水墨画教室
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

13:00 16:00 己書体験会　幸座 つながるスタジオ
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

大人2,000円・小人1,000円・体験
1,000円・筆ペン貸出しあり

13:30 14:30
中高年向け　軽体操＆ストレッチ（バランスボール　エク
ササイズ）

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（当日参加1,800円

15:00 16:00 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

3,300円

9日（土） 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

13:00 15:30
トークイベント
ぼくらの時代。ぼくらの知の広場をつくろう

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

10日（日） 10:00 16:30
第1回岐阜市エコフェスタ～体験しよう！エコはじめ～
※荒天中止

全館
岐阜市低炭素・資源循環課
☎058-214-2178

詳しくはチラシをご覧くだ
さい

無料

14:00 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

2日（土）～7日（木） 10:00
17:00（7日
は16:00）

第40回　岐阜県水墨画展 みんなのギャラリー
岐阜県水墨画協会
☎058-264-2382

観覧自由 無料

火・木（26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

月・水 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 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「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
（13日・26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（21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（24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 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

日 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
（4、12、15、22、6、
20、26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（9、10、24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

火・木（26日は除
く）

14:00 19:30
岐阜市ビジネスチャレンジ支援　経営相談窓口
※最終火曜日は休館日のため・第4土曜（10:00～12:00・13:00
～18:00）

2階　リファレンスカウン
ター

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前申込不要 無料

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。


