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

１日（金）
～

６日（水）

１日
１４：００～１８：００
２日～５日
１０：００～１８：００
６日
１０：００～１５：３０

全面 第３５回甲府空襲　戦争と平和・環境展
「語り継ごう２０世紀を　創ろう平和な２１世紀を」
～伝えよう　平和憲法の大切さを～

入場無料 甲府空襲
戦争と平和・環境展実行委員会
０５５－２２２－１５４１

９日（土）
～

１５日（金）

９日～１４日
１０：００～１９：００
１５日
１０：００～１５：００

全面 つなぐたゆたうアート展
はなたれ村の夏まつり

【オープニングイベント】
９日：出展作家のギャラリートーク＆ライブ
１０日：ワークショップ祭りとトークセッション

入場無料

社会福祉法人　八ヶ岳名水会　企画事業
部
０５５１－３２－００３５

１６日(土) １３：００～１６：００ 全面 ソーシャルワーカーデイ！２０１６
テーマ「ソーシャルワーカーの魅力を伝えよう！」

入場無料 山梨県社会福祉士会
０９０－５８０３－９１９０（佐野）

１９日（火）
～

２３日（土）

１９日
１３：００～１７：００
２０日～２２日
９：００～１７：００
２３日
９：００～１６：００

西面 水墨画墨彩画展示会 入場無料 墨翠会
０５５－２５３－９６９９（望月）

２６日（火）
～

２９日（金）

２６日～２８日
９：００～１９：００
２９日
９：００～１６：００

全面 第３５回記念　昭書会展 入場無料 昭書会
０５５－２３７－３３３８（風間）

３１日(日) １０：００～１６：００ 全面 ＴＨＥ　Ｓｉｘ　Ｓｅｎｓｅ
～医療福祉系リアル人生ゲーム～
あなたが生きる未来はどうなっている？
５感を通じて人生が体験できる、医療福祉系リ
アル人生ゲーム！

私とわたしが出会った…
わたしの知らない私の世界！？

入場無料

山梨県社会福祉協議会
０５５－２５４－８６５４

開催日 催 し 物 名 内          容 問 合 せ 先

２日(土) １４：００（開始） 第３５回甲府空襲　戦争と平和・環境展
【特別企画】市民とともに平和を考える集い

・甲府空襲大型紙芝居－もうひとつの七夕－
・若き教職員による平和へのメッセージ

入場無料

甲府空襲
戦争と平和・環境展実行委員会
０５５－２２２－１５４１

７日(木) １８：３０（受付）
１９：００～２０：３０

金管アンサンブルシリーズ第２回金管五重奏 入場料：１，５００円 ０８０－１７６５－９５７２（中村）

１６日(土) １５：３０（受付）
１６：００～１８：００

おんがくかいぶらりⅦ
「尺八・ギター・ヴィオラが彩る夏の黄昏」

図書館で気軽に音楽をお聴きいただく「おんがく
かいぶらり」の第７回目です。

入場無料

山梨県立図書館　企画振興担当
０５５－２５５－１０４０

１８日(月) １４：１５（受付）
１４：３０～１６：３０

きいてけしコンサート 入場料：前売り１，５００円 当日２，０００円（一般）
          （高校生以下は、５００円）

ちゃみたくハウス
０５５１－４５－８２７８（鈴木）

２３日(土) １０：００（受付）
１０：３０～１２：００

音楽創造ワークショップ　夏休み企画第１弾
音楽と全身運動の出会い！！
ミットパーカッション体験教室

キックミットを蹴る音や全身を使いながら打つカ
スタネットを音楽に合わせて”奏で”ます。親子で
参加頂き、夏休みのコミュニケーションツールに
するだけでなく、子ども達の危険察知、回避能力
を向上させるきっかけにして下さい。親子でのご
参加をお待ちしております。

参加料：５００円・ワンドリンク付き
定員：親子２０組
対象：小学校低学年または未就学児童
持ち物：動きやすい服装、飲み物、タオル

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
行っています。

開 催 時 間

交流施設イベントインフォメーション 

２０１６年 ７月 

イベントスペース 

多目的ホール 
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開催日 催 し 物 名 内          容 問 合 せ 先

２７日(水) 講演会
１３：３０（受付）
１４：００～１６：００

パネル展示
９：００～１７：００

平成２８年度ハンセン病講演会・パネル展示
講演「ハンセン病のこと、知っていますか？」

入場無料 山梨県福祉保健部健康増進課
０５５－２２３－１４９４

２９日(金) 映画「山本慈昭　望郷の鐘　満蒙開拓団の落
日」上映会

この映画の監督、山田火砂子が上映前に今、な
ぜ満蒙開拓団」かについて話します。

入場料：前売り１，０００円　当日１，２００円（一般）
　　　　　 前売り８００円　当日１，０００円（中高生）

映画「望郷の鐘」を観る会
０３－５３３２－３９９１

山梨ＹＭＣＡ（チケット販売）
０５５－２３５－８５４３

３０日(土) １５：００（受付）
１５：３０～１８：００

うつ病リワーク　ｆｏｒ　Ｅｖｅｒｙｂｏｄｙ　２０１６ 入場無料
定員：１５０名
※事前の申し込みが必要

響きストレスケア
０５５－２６７－８１１１

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

１７日(日) １４：００～１５：３０ 101 憲法公布７０周年記念　憲法連続講座
「憲法の三大原則ってなに？」

初心者向けの講座です。「憲法の基礎を学びた
い！」「私たちの身の回りのことにもっと興味を持
ちたい！」「法律的な考え方の基礎を身に着け
たい！」といった方はぜひご参加下さい。

入場無料
定員：３０名

山梨県弁護士会
０５５－２３５－７２０２

１７日(日) １０：００～１２：００ 104 ことばのひろば　タイチャチャチャ！　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

２１日(木) １０：００～１２：００ 101 図書館で楽しむ子育てｉｎかいぶらり② ０～３歳児（未就園児）と保護者が図書館に親し
む機会として、読み聞かせ等を行います。「動物
絵本で遊ぼう！」をテーマに絵本を楽しみます。

入場無料

山梨県立図書館　企画振興担当
０５５－２５５－１０４０

２４日(日) １０：００～１６：００ 104 ボイスルーム朗読会② ボイスルームの皆さんによる朗読会の第２回目で
す。「子どもと本」をテーマに朗読を楽しみます。
午前：幼児・小学校低学年対象
午後：親（読み聞かせワークショップ）

入場無料

山梨県立図書館　企画振興担当
０５５－２５５－１０４０

２４日(日) １４：００～１５：００ 101 外国語の絵本読み聞かせ③ 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。英語で絵本の読み聞かせを
行います。対象は乳幼児から小学生です。

入場無料

山梨県立図書館　企画振興担当
０５５－２５５－１０４０

２７日(水) １０：００～１６：００ 101 ２０１６年　びでかつくりば　駿台甲府高等学校美
術デザイン科美術部ワークショップ

缶バッチ、プラ板キーホルダー、ラミネートカー
ド、暑中見舞いを美術デザイン科の在校生とつく
ります。

参加料：１回につき５０円（材料代）
対象：小・中・高校生・保護者

駿台甲府高等学校
美術デザイン科「ワークショップ係」
０５５－２４１－５３１１

開 催 時 間

９：３０（受付）
①１０：００
②１２：４５
③１５：３０
④１８：１５

※上映時間（１０２分）

交流ルーム 

多目的ホール 

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 
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