
平成30年(2018年)

12月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

12月1日 (土) 多目的ホール

12月2日 (日)
12月2日 (日) 9:00〜 交流ルーム 104 プログラミング教室 参加費　1,000円 マルチアングルラボ

090-6352-3217(ヤマシタ）

12月2日 (日) 10:45〜 交流ルーム 102 レインボーファクトリー 参加費　1,900円 レインボーファクトリー
090-7353-7208(テライ)

12月2日 (日) 13:00〜 交流ルーム 103 障害年⾦無料相談会 ⼊場無料 甲府障害年⾦相談センター
055-225-2011(ミツイ)

12月3日 (月) 15:00〜 交流ルーム 101 願書パンフレット配布会 ⼊場無料 (株)日本ドリコム
03-6746-0055(サクライ）

12月4日 (火) イベントスペース ⻄⾯

12月7日 (⾦)
12月4日 (火) 9:00〜 交流ルーム 104 かたりとみっく®教室クリスマス会 参加費　1,200円 かたりとみっく® 教室

rinrin@cataritomikku.com(ミウラ)

12月4日 (火) 19:20〜
(開場　19:00)

交流ルーム 201 英会話 Hello port 参加費　1,000円 Hello port
080-6520-2046(シラクラ)

12月5日 (水) 10:00〜
(開場　9:00)

イベントスペース 東⾯ 進路ガイダンス ⼊場無料 (株)ツートップ
03-6780-2102(ウラベ）

12月5日 (水) 13:00〜 交流ルーム 104 ウクレレ教室 参加費　3,000円 カフア ウクレレ教室
090-1461-5726(ミツイ)

12月6日 (木) 14:00〜
(開場　13:30)

多目的ホール 平成30年度⼦どもの読書オープ
ンカレッジ（第4回）

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

12月6日 (木) 17:30〜 交流ルーム 101 フラワーアレンジメント教室 参加費　5,000円 クラスサロン⼭梨
080-5430-6331(ナトリ)

12月6日 (木) 17:00〜 交流ルーム 104 お仕事相談会 ⼊場無料 (株)リョーウン
0551-22-8511(ヤマダ)

12月6日 (木) 13:00〜 交流ルーム 202 パステル画講習会 受講料　2,500円 加藤芸術アカデミーパステル画学科
055-988-2905(カトウ)

12月7日 (⾦) 12:00〜 交流ルーム 104 お仕事相談会 ⼊場無料 (株)リョーウン
0551-22-8511(ヤマダ)

12月7日 (⾦) 18:00〜 交流ルーム 202 甲州無料塾ココロ ⼊場無料 甲州無料塾ココロ
090-4601-9859(ニシダ)

12月8日 (土) 13:00〜 イベントスペース 東⾯ 館⻑連続講座 ⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

12月8日 (土) 18:00〜 イベントスペース 受験への必勝法 ⼊場無料 (株)⻄帝京学苑
055-253-1311(ミツイ)

12月8日 (土) 13:00〜
(開場　9:00)

多目的ホール 第38回全国中学生人権作文コ
ンテスト⼭梨県⼤会表彰式

⼊場無料 甲府地方法務局
055-252-7239

12月8日 (土) 19:00〜
(開場　18:45)

多目的ホール ARKアンサンブルコンサート ⼊場無料 090-4391-8066(ナガサワ）

12月8日 (土) 13:00〜 交流ルーム 101 Kofu　Toastmasters　Demo
Meeting

⼊場無料 Kofu　Toastmasters
050-5809-8715(カワノ)

12月8日 (土) 10:30〜 交流ルーム 102 てくてくクリスマス会 ⼊場無料 てくてく保育園
055-269-9000(イケダ）

12月9日 (日) 13:30〜 イベントスペース
交流ルーム
交流ルーム

101
104

かいぶらり健康フォーラム
がんフォーラム2018in⼭梨　⼩
児・AYA世代のがん治療を考える
講演

⼊場無料 NPO法人がんフォーラム⼭梨事務局（花
水木）
055-252-7687

10:00〜 千代田荘展覧会 ⼊場無料 障害者支援施設千代田荘
055-251-8450(キシモト)

日 程 会 場

12/1　13:00〜
12/2　 9:00〜

第32回⼭梨県中学校技術・家
庭科作品展

⼊場無料 ⼭梨県中学校技術・家庭科研究会
055-279-7200(ホサカ)

※開催時間など詳しくは、主催者(お問い合わせ先)へ確認のうえ、お出かけください。※開催時間など詳しくは、主催者(お問い合わせ先)へ確認のうえ、お出かけください。※開催時間など詳しくは、主催者(お問い合わせ先)へ確認のうえ、お出かけください。※開催時間など詳しくは、主催者(お問い合わせ先)へ確認のうえ、お出かけください。

交流施設イベントインフォメーション

～～ ～～
～～ ～～
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12月9日 (日) 9:00〜 交流ルーム 103 愛と勇気づけの親⼦・対人関係
セミナーSMILE

事前申込 090-2170-3239(モリサキ）

12月11日 (火) 14:30〜
(開場　13:00)

イベントスペース 東⾯ 進路ガイダンス ⼊場無料 (株)ツートップ
03-6780-2102(ウラベ）

12月11日 (火) イベントスペース ⻄⾯

12月14日 (⾦)
12月11日 (火) 13:00〜 交流ルーム 101 お仕事説明会 ⼊場無料 国際勧業マンパワーサービス(株)

055-241-3362(カナイ)

12月11日 (火) 19:00〜 交流ルーム 201 英会話 Hello port 参加費　1,000円 Hello port
080-6520-2046(シラクラ)

12月12日 (水) 19:00〜 交流ルーム 104 ウクレレ教室 参加費　3,000円 カフア ウクレレ教室
090-1461-5726(ミツイ)

12月12日 (水) 13:00〜 交流ルーム 202 健康教室｢おもしろ講座｣ ⼊場無料 人生いきいき推進協議会
055-252-3473(サカイ)

12月13日 (木) 10:00〜 交流ルーム 101 図書館で楽しむ⼦育てinかいぶ
らり　第3回

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

12月13日 (木) 18:30〜
(開場　18:00)

交流ルーム 102 平成30年 FAAVOやまなしみら
いサロン

⼊場無料 ⼭梨⼤学地域未来創造センター
055-220-8450(サノ)

12月13日 (木) 13:00〜 交流ルーム 202 パステル画講習会 受講料　2,500円 加藤芸術アカデミーパステル画学科
055-988-2905(カトウ)

12月14日 (⾦) 多目的ホール

12月15日 (土)

12月14日 (⾦) 9:00〜 交流ルーム 104 銭娜二胡教室 受講料　5,940円 銭娜二胡教室
080-3278-6013(ソン)

12月14日 (⾦) 10:00〜 交流ルーム 201 ウォーキング＆顔ヨガ講座 参加費　3,000円 ウォーキング＆顔ヨガ講座
090-5199-0045(タカノ）

12月14日 (⾦) 18:00〜 交流ルーム 201 甲州無料塾ココロ ⼊場無料 甲州無料塾ココロ
090-4601-9859(ニシダ)

12月15日 (土) ①9:00〜
②13:00〜
③18:00〜

イベントスペース 第15回やまなし留学生スピー
チコンテスト

⼊場無料 やまなし留学生スピーチコンテスト実⾏委
員会
055-244-6707
jimukyoku@ucon-yamanashi.jp

12月15日 (土) 10:00〜
13:00〜

交流ルーム
交流ルーム

102
104

人狼ゲーム ⼊場無料 非祭り人狼ゲーム会(サトウ)
090-4393-7349

12月15日 (土) 10:00〜
(開場　9:30)

交流ルーム 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！

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

12月16日 (日) 11:30〜 イベントスペース 東方甲州祭第13幕 ⼊場料　500円 コミックチャレンジ東方イベント受付
070-6454-5398

12月16日 (日) 10:00〜 多目的ホール 「⼦育て日記」presents 親
⼦かるがもフォーラム〜家族み
んなで、わお！

⼊場無料 ⼭梨県教育庁社会教育課
055-223-1773
⼭梨放送営業企画部
055-231-3266

12月16日 (日) 14:00〜
(開場　13:30)

交流ルーム 101 外国語の絵本読み聞かせ ⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

12月16日 (日) 13:00〜 交流ルーム 103 障害年⾦無料相談会 ⼊場無料 甲府障害年⾦相談センター
055-225-2011(ミツイ)

パステル画 ⼊場無料 増田実パステル画教室
090-1507-8704

12/14 19:00〜
12/15
①13:00〜
②17:00〜

朗読楽団おとぎ日和第七集 参加費　3,000円 朗読楽団おとぎ日和
otogibiyori@gmail.com

10:00〜

～～ ～～
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12月17日 (月) 14:00〜 多目的ホール ともしび出前うたごえ喫茶in甲府 参加費　1,500円 ともしび音楽企画
03-6907-2731

12月17日 (月) 19:20〜
(開場　19:00)

交流ルーム 102 英会話 Hello port 参加費　1,000円 Hello port
080-6520-2046(シラクラ)

12月17日 (月) 10:00〜 交流ルーム 201 メンタルビジョン&姿勢コラボイベン
ト

参加費　2,500円 090-6109-6278(ササキ）

12月19日 (水) 16:00〜
(開場　15:30)

イベントスペース 看護・医療・福祉・医療事務系
進路相談会

⼊場無料 (株)さんぽう甲信越３チーム(タカハシ)
03-3378-7113

12月19日 (水) 18:00〜 交流ルーム 103 ヴィンテージビーズに魅せられて
(ビーズアクセサリー手作り教室)

参加費　2,000円+税
　〜5,000円（材料費）

アトリエソレイユ
090-4388-6466(ナイトウ)

12月19日 (水) 10:00〜 交流ルーム 104 アロマサークル ⼊場無料 050-3706-8100(アライ)

12月20日 (木) 18:45〜
(開場　18:15)

多目的ホール クリスマスファミリーコンサート
すぎたひろことゆかいな仲間たち

参加費　1,000円
⼩学生以下無料

グルッペ・トーン・クンスト
055-222-5187(スギタ)

12月20日 (木) 10:00〜 交流ルーム 103 リトピュア　リトミック 参加費　1,000円 リトピュア　リトミック
090-4002-0089(オノ)

12月21日 (⾦) 19:00〜
(開場　18:30)

多目的ホール 石川憲弘筝ソロコンサート 参加費　2,500円
⼩中学生　1,000円
前売券　2,000円

090-3535-5351(ナカムラ)

12月21日 (⾦) 18:00〜 交流ルーム 202 甲州無料塾ココロ ⼊場無料 甲州無料塾ココロ
090-4601-9859(ニシダ)

12月22日 (土) 13:00〜
(開場　12:30)

イベントスペース キックオフシンポジウム ⼊場無料 ⼭梨県⽴⼤学
055-225-5412

12月22日 (土) 15:30〜
(開場　15:00)

多目的ホール 第4回藤原義章指揮モーツアル
トアンサンブルオーケストラ

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

12月24日 (月) 18:30〜
(開場　18:00)

多目的ホール KoCoAクリスマスコンサート2018 参加費　1,000円 055-253-1277(カタノ）

12月25日 (火) 10:30〜 イベントスペース 有機農業アカデミー ⼊場無料 090-4529-6692(ウエハラ)

12月25日 (火) 10:30〜 交流ルーム 101 ベビマ　クリスマス会 参加費　1,500円 Be　Happy
050-3706-8100(アライ)

12月25日 (火) 19:20〜
(開場　19:00)

交流ルーム 201 英会話 Hello port 参加費　1,000円 Hello port
080-6520-2046(シラクラ)

12月26日 (水) 9:00〜 交流ルーム 104 銭娜二胡教室 受講料　5,940円 銭娜二胡教室
080-3278-6013(ソン)

12月27日 (木) 10:00〜 交流ルーム 202 マザーズコーチングベーシックコース 受講料　7,560円 マザーズコーチングスクール
055-263-8717(カサイ)

以上
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