
　

３　月　２１～３１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（木・祝） 9:00 11:00 ジョブ　カフェ かんがえるスタジオ
スターバックスコーヒー
☎058-269-5020

事前募集 無料

10:00 12:00 ヒッポファミリークラブ つながるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-5431-4455（池田）

当日参加可 無料

10:00 17:00 ワールド外語学院スピーチコンテスト＆発表会 みんなのホール
ワールド外語学院
☎058-254-8700（米田）

観覧自由 無料

12:00 14:00 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
lunlunsmile.com

事前募集・当日参加
可・見学自由

3,300円

13:00 15:00 荒井デッサン教室 あつまるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

14:00 15:30 HAIKU COSMOS（英語俳句）
2階
つながる読書のへや

英語俳句の会
☎058-252-2768（吉村）

当日参加可・見学自由 無料

15:00 18:00 ジョブ　カフェ かんがえるスタジオ
スターバックスコーヒー
☎058-269-5020

事前募集 無料

16:00 18:30
Duncan Dance in GIFU
ダンカンダンスを体験してみませんか？

おどるスタジオ
メアリー佐野
☎080-6596-5390

事前募集・当日参加可 2,000円

18:00 21:00 ボヘミアンラプソディと虚しさの心理学 あつまるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

事前募集・当日可・見
学自由

無料

20:00 21:00 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

当日参加可 1,000円

22日（金） 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

10:30 11:30 子どもといっしょ♪ママさん体型リセット　骨盤エクササイズ つながるスタジオ
三浦
☎090-1471-0150

事前募集・当日参加可 無料

12:00 17:00 岐阜大学写真研究会OB・OGによる粒子の会 つながるスタジオ
金子　暁男
☎090-8155-2018

関係者 無料

12:30 14:30 ダンシャベリ会 あつまるスタジオ
村井
danshari2017gifu@gmail.com

事前募集・当日参加可
1,500円お弁当付・お
弁当なし当日500円

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

見学自由 無料

16:00 17:30 福祉勉強会 かんがえるスタジオ
（一社）COCOHOT
☎058-215-7327

事前募集・当日参加
可・見学自由

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

23日（土） 10:00 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

事前募集 無料

10:00 14:30 岐阜市手話フェスティバル2019 かんがえるスタジオ
岐阜市聴覚障害者協会
gicyokyo@gmail.com

入場自由 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等への
写真掲載NGの場合
4,000円

13:00 16:00 多言語ツールを体験しよう！！ ワイワイサークル
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

入退場自由 無料

19:00 20:30 「内政から考える安全保障」 かんがえるスタジオ
幸福実現党岐阜県本部
☎080-3755-9918（曽我・野澤）

当日参加可・見学自由 300円

24日（日） 9:15 10:15 ヨガレッスン あつまるスタジオ
リフレッシュ＆リチャージ
☎090-5638-5268にショートメールでお
申し込みを。

事前募集 1,500円

アンサンブル　フェスティバル みんなのホール
スマイル・サクソフォン会
junko.0312.u@gmail,com（宇野）

事前募集・当日可

一部：無料、二部：一
般2,500円・高校生以
下1,500円・当日500円
増

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

25日（月） 10:30 11:30 産後バランスボール 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～

14:00 17:00 ジョブ　カフェ かんがえるスタジオ
スターバックスコーヒー
☎058-269-5020

事前募集 無料

19:00 21:00 荒井水墨画教室 つながるスタジオ
荒井水墨画サロン
https://araisuibokuga.amebaownd.com

見学自由 無料

26日（火）

27日（水） 9:00 13:00 知ってトクする　くらしのマネーセミナー かんがえるスタジオ
武市
☎090-9903-9072

事前募集・当日参加可 無料

10:00 12:00 雨量計をつくろう あつまるスタジオ
（一社）Do It Yourself
☎090-1820-9366（東）

事前募集
体験のみ500円・持ち
帰る場合3,500円

①10:00
②10:55
③11:50

①10:50
②11:45
③12:30

Let's enjoy！！　リトミック つながるスタジオ
山本・福地
☎090-5876-1723

事前募集・空きあれば
当日可・見学自由

1,2,3歳1,000円・0歳
800円

休　　館　　日

一部　12:30～15:30（開場12:00）
二部　16:30～18:00（開場16:00）

〒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 
 
 



　

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 美文字＆絵手紙レッスン あつまるスタジオ
河口　瑛泉
☎090-2687-6583

事前募集・見学自由 2,300円

15:30 18:00 フラワーサークル 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
3,500円・プリザーブド
フラワー4,500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

19:00 21:00 神門耳ひっぱり＆波動クリーム体験会 あつまるスタジオ
ファイトケミカル研究会
☎090-2570-0938

事前募集・当日参加可 800円

28日（木） 9:30 11:30
つらい　しんどい　気もちから開放されて”自分が大好き”になる笑
顔の法則を知る1Day講座

つながるスタジオ
ムーンマインド
rinrinakemi@gmail.com
☎070-6412-8853（深尾）

事前募集・当日参加可 1,000円

10:00 13:00 ボールペンハーバリウム作り、書、絵画等展示 あつまるスタジオ
山岡
inamatsu0614@gmail.com

事前募集・当日参加
可・書と絵画展示は閲
覧自由

ボールペンハーバリウ
ム体験レッスン1本
1,500円

10:00 15:00 美活マルシェ おどるスタジオ
メナード化粧品
☎070-5337-8901（加藤）

当日参加可 500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

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

18:30 20:30 山女子クラブ岐阜校　安全登山教室② つながるスタジオ
山女子クラブ岐阜校
outdoorbutlers@gmail.com
☎090-8734-2308（山本）

事前募集・当日参加
可・見学自由

資料代1,000円

29日（金） 10:00 11:00 女性のためのピラティスグループレッスン おどるスタジオ
yuri
☎090-4118-1369

当日参加可・見学自由 1,000円

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・見学自由
初回体験無料・1回
800円・6回チケット
4,000円

30日（土） 10:30 11:30 岐阜市政を考えるcafe（H31年度予算で何をするの？） かんがえるスタジオ
岐阜市議会議員　和田　直也
office@wada-naoya.jp

見学自由 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

13:00 17:00 己書にじ道場 つながるスタジオ
己書にじ道場
☎090-7315-6995

事前募集
初回1,000円・2回目以
降2,000円

13:00 18:00 加工系就職博 かんがえるスタジオ
（一社）中部部品加工協会
☎080-5168-8964

参加自由 無料

17:30 19:30
「つらい」「しんどい」を手放して、自分を好きだと言える私にな
る！！　1Dayワークショップ

つながるスタジオ
ムーンマインド
rinrinakemi@gmail.com
☎070-6412-8853（深尾）

事前募集・当日参加可 1,000円

31日（日） 9:00 13:00 知ってトクする　くらしのマネーセミナー かんがえるスタジオ
武市
☎090-9903-9072

事前募集・当日参加可 無料

13:00 15:00 バイオリン合奏練習 かんがえるスタジオ
青山バイオリン教室
☎058-262-6941

見学自由 無料

14:00 15:30 カンチョーのとっておき読書
2階　つながる読書のへ
や

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前募集 無料

18:00 21:00
良い人間関係を築く為の6つの習慣とは？ブッダに学ぶ幸せの種
まき

あつまるスタジオ
仏教ってなに？
☎070-1369-7169（荒川）

事前募集・当日可・見
学自由

無料

12日（火）～
17日（日）

10:00
17:00

（17日は16:00）
第４回　輪の会展 みんなのギャラリー

小川　満章
☎090-3253-4744

観覧自由 無料

19日（火）～
25日（月）

9:00 20:30
平成30年度　JA共済小・中学生書道・交通安全ポスターコンクー
ル優秀作品展

みんなのギャラリー
JA共済連　岐阜
☎058-276-5541

観覧自由 無料

28日（木）～
29日（金）

岐阜総合学園高校演劇部お花見公演＆あゆみ2019 みんなのホール
岐阜県立岐阜総合学園高等学校演劇
部
☎090-1563-3351（篠原）

観覧自由 無料

29日（金）～
31日（日）

10:00 18:00 新井理玖～ぼくはぼく色～ みんなのギャラリー
新井
☎090-2773-1262

観覧自由 無料

毎日（23、26日
は除く）

10:30 11:45 イースターイベント「エッグハント＆ペイント」 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

火・水・木・金（26
日は除く

14:00 14:45
言語くらぶ
（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

土日（23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（23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

平日
（休館日は除く）

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

土日祝
（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

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。

28日　17:00～18:00
29日　13:30～14:30


