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

２日（火）
～

４日（木）

２日～３日
９：００～１８：００
４日
９：００～１６：００

西面 甲府ＹＷＣＡ　ピース・フェスタ２０１６
忘れない広島・長崎・福島を！

今、平和のためにできることは？
展示「原爆の図　第４部　虹」、「僕の見た福
島」、広島市民が描いた原爆絵画　他

入場無料

甲府ＹＷＣＡ
０５５－２３５－６５７５（田草川）

３日(水) １３：００～１６：００ 東面 かいぶらり司法書士無料相談会
「司法書士の日　記念相談会」

法律情報提供の一環として山梨県司法書士
会と共催する相談会。

入場無料
※事前の申し込みが必要

山梨県司法書士会
０５５－２５３－６９００

６日(土) １０：３０～１２：００ 全面 夏休み企画
自然エネルギーを学ぼう
～親子ソーラーキット実験教室～

小学生の親子を対象に、ソーラーキットで実
験しながら、太陽光発電をはじめとする自然
エネルギー、地球環境について学ぶ教室を
夏休みに開催します。

参加費：親子１組　１，０００円（親子１組に１個
のサイエンスキット・ソーラーモーターカー付
き）
定員：２５組（５０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、山日ＹＢＳグループ受付で
行っております。

７日（日）
～

９日（火）

７日
１３：００～１７：３０
８日
９：３０～１８：００
９日
９：３０～１５：００

全面 第９回図南会展
～大橋南郭社中展～

入場無料 玄遠書道院
０５５－２３３－６５０４

１０日（水）
～

１２日（金）

１０日
１３：００～１７：００
１１日
９：００～１７：００
１２日
９：００～１５：００

全面 第５７回高書展 入場無料 山梨県立都留高等学校
０５５４－２２－３１２５（担当：笠井）

１３日（土）
～

１６日（火）

１３日
１４：００～１８：００
１４日～１５日
９：００～１８：００
１６日
９：００～１５：００

全面 第６回徽墨ジャーナル　誌友展 入場無料 徽墨ジャーナル事務所
０５５－２２７－９９０１

２０日(土) ①９：３０～１０：３０
②１１：３０～１２：３０

西面 コルク工作教室
～夏休み親子クラフト体験～

コルクでミニチュアの家を作ります。

参加費：３００円（材料代）
定員：１講座　１０名（チケット販売）
※体験に参加するお子さん１名につき１個。
※作品制作をしない同伴のご家族は無料で
入場できます。

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。

２１日（日）
～

２５日（木）

２１日
１２：００～２０：００
２２日～２４日
９：００～１７：００
２５日
９：００～１５：００

西面 星光展 入場無料 星光師範会
０５５－２３２－８１２８（小川）

２７日（土）
～

２８日（日）

２７日
１０：００～２０：００
２８日
１０：００～１８：００

東面 日本習字山梨県支部長会作品展 入場無料 日本習字山梨県支部長会
０８０－５００８－０２６６（高橋）

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

２日(火) １３：３０～１５：３０ 甲府ＹＷＣＡ　ピース・フェスタ２０１６
忘れない広島・長崎・福島を！
講演会＆ミニコンサート

講演「僕の見た福島」赤城修司氏
ミニコンサート「平和への祈り」杉田博子氏

入場無料

甲府ＹＷＣＡ
０５５－２３５－６５７５（田草川）

交流施設イベントインフォメーション 

２０１６年 ８月 

イベントスペース 

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

５日(金) １７：３０（受付）
１８：００～１９：５０

Ｊ.ＧＯＳＰＥＬ　礎の石チャリティーコン
サート

入場無料 ＴｒｕｅＶｉｎｅ＆甲府ゴスペルクラ
ブ事務局
０５５－２６９－５５６３

１１日(木) １４：００～１６：００ シネマかいぶらり夏休み子ども映画会 映画「ライラの冒険　黄金の羅針盤」を上映
します。

入場無料

山梨県立図書館　企画振興担当
０５５－２５５－１０４０

１３日(土) ９：３０（受付）
１０：００～１１：１５

子どもたちがより輝くための
子どもいきいきフォーラム

教育のプロによる子どもの学び・子育てのヒン
トが満載！

参加無料
定員：１００名

ＮＰＯ法人ＴＯＳＳ山梨子どもわく
わくネット
０９０－１８６８－４１７０（青木）

１６日(火) １３：００（開始） 第６回徽墨ジャーナル　誌友展　表彰式 入場無料 徽墨ジャーナル事務所
０５５－２２７－９９０１

２０日(土) ９：３０～１１：５０ 緑の教室（バラ作り） 参加無料
定員：５０名
※事前の申し込みが必要

緑の相談所
（山梨県造園建設業協同組合）
０５５－２７６－２０２０

２７日(土) １４：００～１７：００ 尺八演奏会 入場無料 龍山会
０５５－２８７－８４２０

２８日(日) １３：３０（受付）
１４：００～１５：３０

幡野祐子　ヴォーカルコンサート 入場料：２，５００円（一般）１，５００円（学生） ０９０－９９６５－４９６０（佐和口）

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

６日（土）
１８日（木）

１０：００（開始） 104
201

日本の文化を楽しみませんか
夏休み無料体験
ゆかた～簡単着付け・舞踊

参加無料 なごみの会
０９０－２４０１－０９１７（斉藤）

１８日(木) １０：００～１２：００ 101 図書館で楽しむ子育てｉｎかいぶらり③ 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。「作って遊ぼう！」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

２５日(木) １５：００～１９：００ 104 ボイスルーム朗読会③ ボイスルームの皆さんによる朗読会の第３回
目です。「昭和」をテーマに朗読を楽しみま
す。

入場無料

山梨県立図書館　企画振興担当
０５５－２５５－１０４０

２７日(土) １０：１５（受付）
１０：３０～１１：３０

101 まーの・あ・まーの手話のおはなし会 耳の聞こえない子どもたちを対象とした手話
を使ったおはなし会。

入場無料

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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