
開催日 開 催 時 間 催 し 物 名 内          容 問 合 せ 先

１１月３０日(水)
～

１２月８日(木)

９：３０～１８：００ 全面 「もっと知りたい！戦中・戦後のくらし」 実物資料を中心に、厳しい時代を生き抜いた人々が
綴った手記や、その姿を記録した写真を通じ、母や
子、そしてその時代に生きた人々の様々な思いや、
苦難の多かったくらしを紹介します。

入場無料

昭和館
０３－３２２２－２５７７

１１日(日) １０：００～１６：００ 全面 かいぶらり健康フォーラム＆山梨がんサミット
２０１６第２弾　山梨がんチャリティイベント　コ
ンサート＆パフォーマンス

がん患者・家族、がんに関心を持つ人たちのチャリ
ティによる音楽等の発表やパフォーマンスを楽しみな
がら、がんを考えます。

入場無料

山梨県立図書館企画振興担当
０５５－２５５－１０４０
「花水木」
０５５－２５２－７６８７

１４日（水）
～

１６日（金）

１４日～１５日
１０：００～１８：００
１６日
１０：００～１３：００

西面 第６回千代田荘アートクラブ展 入場無料 社会福祉法人清長会障害者支援施
設　千代田荘
０５５－２５１－８４５０

１４日(水) １４：３０～１７：３０ 東面 進学相談会 参加無料 株式会社ツートップ
０３－６７８０－２１０２

２１日(水) １３：００～１６：３０ 全面 看護職員就職ガイダンス 参加無料 公益社団法人山梨県看護協会
ナースセンター
０５５－２２６－０１１０

２３日（金）
～

２５日（日）

２３日
１３：００～１７：００
２４日
９：３０～１７：００
２５日
９：３０～１６：００

全面 うさぎ書道展 入場無料 うさぎ書道教室
０９０－４０９８－３４９６（堀内）

開催日 開 催 時 間 催 し 物 名 内          容 問 合 せ 先

３日(土) １０：００（受付）
１０：３０～１２：００

放送大学山梨学習センター公開講座
「和食」のおいしさと伝え継ぐ山梨の家庭料理

本講座では「和食」のおいしさとは何かを知るとともに
地域の家庭料理を再認識することで食への理解を深
めましょう。

入場無料

放送大学山梨学習センター
０５５－２５１－２２３８

４日(日) １３：３０（受付）
１４：００～１６：００

全日本ろうあ連盟創立７０周年記念
ドキュメンタリー映画　上映会
「段また段を成して」

ドキュメンタリー映画の上映（上映時間４５分）　当協会
高齢部会員によるトークショー

入場料：５００円
※１１月２８日（月）受付締め切り

一般社団法人山梨県聴覚障害者協
会
０５５－２６９－６６９４
０５５－２６９－６６９５（ＦＡＸ）

７日(水) １８：３０（受付）
１９：００～２０：４０

トレイルランニングトークイベント
小川壮太×山本健一

入場料：２，０００円
※高校生以下は無料
定員：８０名

山梨トレイルラントークイベント実行委
員会
０９０－７２３３－７６０２（加賀美）

１５日(木) １３：３０（受付）
１４：００～１５：３０

金融経済講演会 入場無料
定員：２００名
※事前の申し込みが必要

山梨県金融広報委員会
０５５－２２７－２４１９

１７日(土) １３：００～１４：００ ＹＢＳ　子ども未来プロジェクト
アナウンサー　クリスマスおはなし会

ＹＢＳ山梨放送アナウンサーによる絵本の読み聞かせ
（３歳から６歳対象の絵本です）

入場無料
定員：１００組
※１１月３０日（水）受付締め切り（定員になり次第受付
終了）

山梨放送営業企画部
０５５－２３１－３２６６
（平日９時～１７時）
http://www.ybs.jp/

１７日(土) １５：００～１６：００ クリスマスファミリーコンサート２０１６
みんなで歌う日本のうたとクリスマスソング

クリスマスソングとともに懐かしい日本の童謡や唱歌な
どを皆さんと一緒に楽しむ企画です。当日は日本の
歌にちなんで、表千家山梨県青年部の協力により「抹
茶＆和菓子」が振る舞われます。

入場料：５００円（抹茶＆和菓子付き）
※２歳未満のお子さんは無料で入場いただけます。
定員：１２０名（チケット販売）

山梨県立図書館指定管理者
０５５－２５５－１０４１

※チケット販売は総合案内カウンター
で行っております。

交流施設イベントインフォメーション 

２０１６年 １２月 

イベントスペース 

多目的ホール 
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１８日(日) １９：００～２０：００ クリスマス公演「夏休み」 入場無料 劇団ピースｄｅ眼鏡
０８０－３３９２－１５４５（土屋）

２３日(金) １４：３０（受付）
１５：００～１６：４０

Ｊ．ＧＯＳＰＥＬ　礎の石チャリティーコンサート ＧＯＳＰＥＬ（ゴスペル）を通して愛を世界に伝えたい

入場無料

ＴｒｕｅＶｉｎｅ＆甲府ゴスペルクラブ事
務局
０５５－２６９－５５６３

２４日(土) １５：３０（受付）
１６：００～１８：００

モーツァルト・アンサンブル・オーケストラ　甲
府公演

指揮藤原義章、独奏ヴァイオリン中嶋美月、ＭＥＯに
よる演奏会です。モーツァルトのヴァイオリン協奏曲第
３番、交響曲第４１番など。

入場無料
定員：１６０名

山梨県立図書館　企画振興担当
０５５－２５５－１０４０

２６日(月) 講演会
１０：３０～１５：４５
交流会
１６：００～１７：１５

有機農業アカデミー
～有機農業と土の中の世界～

入場料　講演会：無料　交流会：１，０００円
定員：２００名
※事前の申し込みが必要

山梨県農政部農業技術課
０５５－２２３－１６１８

開催日 開 催 時 間 催 し 物 名 内          容 問 合 せ 先

４日(日) １０：００～１２：００ 104 ことばのひろば
スリランカチャチャチャ！
日本チャチャチャ！

参加無料
定員：４０名（小学生以上対象）

山梨県立図書館　企画振興担当
０５５－２５５－１０４０

１５日(木) ９：４５（受付）
１０：００～１２：００

101 図書館で楽しむ子育てｉｎかいぶらり 「ハッピークリスマス☆」をテーマに絵本を楽しみます。

参加無料
対象：０歳～３歳までの未就園児と親

山梨県立図書館　企画振興担当
０５５－２５５－１０４０

１８日(日) １４：００～１５：００ 101 外国語の絵本読み書かせ 県立図書館協力員が外国語による絵本の読み聞か
せを行います。

参加無料
対象：乳幼児～小学生です。

山梨県立図書館　企画振興担当
０５５－２５５－１０４０

２２日(木) １９：００～２０：３０ 104 かいぶらり
いろどり　ものがたり　朗読会

ボイスルームの皆さんによる朗読会の第５回目です。
「クリスマス」をテーマに朗読を楽しみます。

入場無料
定員：３０名

山梨県立図書館　企画振興担当
０５５－２５５－１０４０

交流ルーム 

山梨県立図書館  

山梨文化会館・甲府ビルサービス・NTTファシリティーズ共同事業体 

お問い合わせ／お申し込み 

400-0024  山梨県甲府市北口 2-8-1 

TEL 055-255-1041 FAX  055-255-1042 

指定管理者 

E-mail  staff@lib-yamanashi.jp 

多目的ホール 
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