
平成30年(2018年)

4月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

4月1日 (日) 15:00〜 交流ルーム 202 HA甲府ミーティング ⼊場無料 HA(ひきこもりアノニマス)
070-1323-2516(ウエダ)

4月2日 (月) 9:30〜 交流ルーム 102 (株)アシストエンジニアリング
お仕事相談会

⼊場無料 (株)アシストエンジニアリング
055-274-8117(ゴウノ)

4月3日 (火) 10:00〜 交流ルーム 103 マザーズコーチング
アドバンスコース

受講料　8,640円 マザーズコーチングスクール
090-3347-8717(カサイ)

4月3日 (火) 13:00〜 交流ルーム 103 (株)ワールドインテック
お仕事相談会

⼊場無料 (株)ワールドインテック
080-4891-7793(ヨダ)

4月4日 (水) 10:20〜 交流ルーム 104 0歳(生後2ヵ月)からのリトピュア
リトミック

体験料　1,000円 リトピュアリトミック
090-4002-0089(オノ)

4月4日 (水) 13:00〜 交流ルーム 201 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)

4月5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)

4月5日 (木) 1回目　14:00〜
2回目　17:30〜
3回目　19:00〜

交流ルーム 101 フラワーアレンジメント 受講料　5,000円 クラスサロン⼭梨
080-5430-6331(ナトリ)

4月5日 (木) 14:00〜 交流ルーム 102 ヒューマック派遣登録会・お仕事
説明会

⼊場無料 (株)ヒューマック
055-227-6181(サノ)

4月6日 (⾦)

4月8日 (日)
4月6日 (⾦) 1回目　10:00〜

2回目　14:00〜
交流ルーム 102 ウエルシア薬局(株)　会社説明

会
⼊場無料 ウエルシア薬局(株)

03-5209-5690(カンノ)

4月7日 (土) 11:00〜
(開場　10:30)

多目的ホール 第1回ベビーカーコンサートin甲府 参加費　500円 甲府21ワイズメンズクラブ
090-6100-2244(オギノ・テラダ)

4月7日 (土) 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)

4月7日 (土) 13:00〜 交流ルーム 202 (株)ツクイ　2019年卒会社説明会 ⼊場無料 (株)ツクイ
045-842-4115(タダ)

4月8日 (日) 17:00〜
(開場　16:30)

多目的ホール 有泉芳史チェロリサイタル 一般　4,500円
学生　2,500円
※園児以下無料

Yscomfort
090-9810-3385

4月8日 (日) 10:00〜 交流ルーム 102 ヨガ 参加費　700円 Ｒｅ+
080-5412-9855(タケダ)

4月10日 (火) 13:30〜
(開場　13:15)

多目的ホール 中部食品 会社説明会 ⼊場無料 中部食品
055-228-4111(ウチダ)

4月10日 (火) 9:30〜
(開場　9:20)

交流ルーム 104 かたりとみっく®教室 参加費　1,200円 かたりとみっく® 教室
rinrin@cataritomikku.com
(ミウラ)

4月10日 (火) 1回目　10:00〜
2回目　14:00〜
開場は各回の30分前より

交流ルーム 101 (株)オギノ　会社説明会 ⼊場無料 (株)オギノ人事部
055-227-7111(サカモト)

4月10日 (火) 13:00〜 交流ルーム 103 (株)ワールドインテック お仕事相
談会

⼊場無料 (株)ワールドインテック
080-4891-7793(ヨダ)

4月11日 (水) 1回目　10:00〜
2回目　14:00〜
3回目　18:00〜

交流ルーム 202 公文書写教室開設説明会 ⼊場無料 公文エルアイエル
03-6836-0117(ノブオカ)

4月11日 (水) 13:00〜 交流ルーム 201 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)

4月11日 (水) 19:30〜 交流ルーム 201 スマイルステージ婚活パーティー 参加費　3,000円 (株)スマイルステージ
050-3595-4523(予約センター)

(株)ツクイ
090-9394-8002(ホシノ)

日 程 会 場

※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。

1日目 13:00〜
2日目 9:00〜
3日目 9:00〜

イベントスペース 全面 やさしい手甲府・ツクイ合同作品
展

⼊場無料

交流施設イベントインフォメーション

～～ ～～

1 ページ



平成30年(2018年)

4月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）日 程 会 場

※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

4月12日 (木) 10:00〜 交流ルーム 103 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
090-3347-8717(カサイ)

4月12日 (木) 1回目　10:00〜
2回目　13:00〜

交流ルーム 102 公文書写教室開設説明会 ⼊場無料 公文エルアイエル
03-6836-0117(ノブオカ)

4月12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)

4月13日 (⾦) 1回目　9:30〜
2回目　13:30〜
開場は各回の30分前より

交流ルーム 101 バローセミナー ⼊場無料 (株)バローホールディングス
0574-60-0861(ワタナベ)

4月13日 (⾦) 11:00〜 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)

4月14日 (土)

4月15日 (日)

4月14日 (土) 9:30〜
(開場　9:20)

交流ルーム 103 かたりとみっく®教室 参加費　1,200円 かたりとみっく® 教室
rinrin@cataritomikku.com
(ミウラ)

4月15日 (日) 10:00〜
(開場　9:30)

多目的ホール 第36回 ⼭梨⾎液浄化看護勉強会 参加費　1,000円 中外製薬(株)
055-227-9711(エンドウ)

4月15日 (日) 1回目　13:00〜
2回目　16:00〜
開場は各回の30分前より

交流ルーム 104 ハッピープロジェクト婚活パーティー 参加費　男性　7,000円
　　　　   ⼥性　2,000円
※3日前までの予約で1,000円
引き

(株)ハッピープロジェクト
053-545-3282(代表)
080-4305-9685(ナイトウ)

4月15日 (日) 13:00〜 交流ルーム 202 障害年⾦日曜相談室 ⼊場無料 ⻑野⼭梨障害年⾦⽀援ネット
090-6136-5299(タカハシ)

4月15日 (日) 1回目　16:40〜
2回目　18:40〜

交流ルーム 201 スマイルステージ婚活パーティー 参加費　3,000円 (株)スマイルステージ
050-3595-4523(予約センター)

4月16日 (月) 9:30〜 交流ルーム 104 メンターカフェ ⼊場無料 おやラボ
090-6103-2646(カイ)

4月17日 (火) 10:00〜 交流ルーム 103 マザーズコーチング
アドバンスコース

受講料　8,640円 マザーズコーチングスクール
090-3347-8717(カサイ)

4月17日 (火) 13:00〜
(開場　12:30)

交流ルーム 101 (株)エスエスワイ　会社説明会 ⼊場無料 (株)エスエスワイ
0555-22-2184(ハダ)

4月17日 (火) 13:00〜 交流ルーム 104 (株)ワールドインテック お仕事相
談会

⼊場無料 (株)ワールドインテック
080-4891-7793(ヨダ)

4月18日 (水) 1回目　9:30〜
2回目　13:30〜
開場は各回の30分前より

交流ルーム 101 バローセミナー ⼊場無料 (株)バローホールディングス
0574-60-0861(ワタナベ)

4月18日 (水) 10:20〜 交流ルーム 104 0歳(生後2ヵ月)からのリトピュア
リトミック

体験料　1,000円 リトピュアリトミック
090-4002-0089(オノ)

4月19日 (木) 9:00〜 交流ルーム 103 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
090-3347-8717(カサイ)

4月19日 (木) 1回目　14:00〜
2回目　17:00〜
3回目　18:00〜

交流ルーム 101 フラワーアレンジメント 受講料　5,000円 クラスサロン⼭梨
080-5430-6331(ナトリ)

4月20日 (⾦) 16:00〜 イベントスペース 全面 大学・短期大学・専門学校
進学相談会

⼊場無料 (株)さんぽう
03-3378-7113(タカハシ)

4月20日 (⾦) 1回目　10:00〜
2回目　13:00〜
3回目　15:30〜

交流ルーム 104 心屋塾オープンカウンセリング ⼊場無料 心屋塾
080-6307-0465(ハセガワ）

4月20日 (⾦) 13:15〜
(開場　13:00)

交流ルーム 101 (株)ミクロスソフトウエア 会社説
明会

⼊場無料 (株)ミクロスソフトウエア
044-813-7211(イクマ)

10:00〜 イベントスペース 東面 採-SAI-
(甲府駅北⼝連携合同イベント)

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館　指定管理者きらっとや
まなし共同事業体
055-255-1041

～～ ～～

指定管理者
主催事業
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4月20日 (⾦) 19:30〜 交流ルーム 201 スマイルステージ婚活パーティー 参加費　3,000円 (株)スマイルステージ
050-3595-4523(予約センター)

4月21日 (土) 10:00〜
(開場　9:40)

交流ルーム 101 ゆうちょ銀⾏　資産運⽤セミナー ⼊場無料 ゆうちょ銀⾏ 甲府店
055-235-5773(クボ)

4月21日 (土) 10:30〜 交流ルーム 102 仏教×デザイン(僧侶とデザイ
ナーとのトークセッション)

参加費　500円 大野⼭ 福光園寺
090-6936-5103(スズキ)

4月21日 (土) 13:00〜 交流ルーム 102 ボードゲーム会 ⼊場無料 ⼭梨ボードゲーム研究会「きゅうらく｣
tukueryunosuke@gmail.com(サイグサ)

4月22日 (日) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール 映画 「いのちの岐路に⽴つ」 上映会 参加費　1,000円 みどり・⼭梨
055-252-0288(カワムラ)

4月22日 (日) 1回目　15:00〜
2回目　17:00〜

交流ルーム 201 スマイルステージ婚活パーティー 参加費　3,000円 (株)スマイルステージ
050-3595-4523(予約センター)

4月22日 (日) 17:00〜 交流ルーム 102 玄太庵(市政勉強会) ⼊場無料 080-5491-7169(カミヤマ)

4月24日 (火) 1回目　10:00〜
2回目　14:00〜
開場は各回の30分前より

交流ルーム 202 (株)オギノ　会社説明会 ⼊場無料 (株)オギノ人事部
055-227-7111(サカモト)

4月24日 (火) 13:00〜 交流ルーム 201 (株)ワールドインテック お仕事相
談会

⼊場無料 (株)ワールドインテック
080-4891-7793(ヨダ)

4月25日 (水) 13:30〜
(開場　13:15)

多目的ホール 中部食品 会社説明会 ⼊場無料 中部食品
055-228-4111(ウチダ)

4月25日 (水) 9:00〜 交流ルーム 103 銭娜二胡教室 受講料　5,940円 銭娜二胡教室
080-3278-6013(ソン)

4月25日 (水) 1回目　13:30〜
2回目　15:30〜
開場は各回の30分前より

交流ルーム 104 (株)大成　会社説明会 ⼊場無料 (株)大成
055-971-9516(コトク)

4月25日 (水) 13:00〜 交流ルーム 201 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)

4月26日 (木) 13:00〜 交流ルーム 102 日総工産(株)　面接登録会 ⼊場無料 日総工産(株)
0266-21-7650(イイダ)

4月26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)

4月27日 (⾦)

4月30日 (月)
4月27日 (⾦) 1回目　9:30〜 交流ルーム 102 バローセミナー ⼊場無料 (株)バローホールディングス

0574-60-0861(ワタナベ)
4月28日 (土) 1回目　16:40〜

2回目　19:00〜
交流ルーム 101 スマイルステージ婚活パーティー 参加費　3,000円 (株)スマイルステージ

050-3595-4523(予約センター)

4月29日 (日) 13:00〜 交流ルーム 202 遺⾔・相続の無料相談会 ⼊場無料 ⾏政書⼠法人 相続ふれあい相談室
0120-13-7835（ヒラマツ）

11:00〜
17:00〜

国際古楽コンクール<⼭梨>　本選
優勝者コンサート

18:00〜 国際古楽コンクール<⼭梨>　表彰
式

以上

4月30日

1日目 13:00〜
2日目 10:00〜

イベントスペース 全面 第24回静雲書道会 会員展

(月) ⼊場無料 古楽フェスティヴァル<⼭梨>実⾏委員会
045-421-0502(アラカワ)

多目的ホール

⼊場無料 静雲書道会
090-3095-0516(アメミヤ)

～～ ～～
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