
平成30年(2018年)

5月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

5月2日 (水)

5月7日 (月)
5月1日 (火) 19:00〜 交流ルーム 101 夢甲斐塾18期生募集説明会 ⼊場無料 夢甲斐塾

090-5431-5586(サカイ)
5月3日 (木)

5月6日 (日)
5月3日 (木) 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)
5月4日 (⾦) 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)

5月5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)

5月6日 (日) 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)

5月8日 (火) 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)

5月8日 (火) 1回目　10:00〜
2回目　14:00〜
3回目　18:00〜

交流ルーム 201 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)

5月9日 (水) 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(クノ)

5月9日 (水) 1回目　10:00〜
2回目　13:00〜

交流ルーム 103 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)

5月9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)

5月10日 (木)

5月16日 (水)
5月10日 (木) 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)

5月10日 (木) 13:00〜 交流ルーム 202 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)

5月10日 (木) 1回目　14:00〜
2回目　17:30〜
3回目　19:00〜

交流ルーム 102 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)

5月10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)

5月10日 (木) 12:00〜 交流ルーム 103 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)

5月11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)

5月11日 (⾦) 12:00〜 交流ルーム 103 新聞アートカメリア３rd ⼊場無料 ３RD カメリア
080-4468-1410(モモセ)

5月12日 (土) 9:30〜
(開場　9:15)

多目的ホール ⼦どもわくわくカルタ交流教室 ⼊場無料 080-5073-5217(ヒロセ)

5月12日 (土) 1回目　10:00〜
2回目　14:00〜

交流ルーム 101 ⺟の日のプレゼントを作ろう！
親⼦ 味噌玉ワークショップ

参加費　300円
※定員各15組(30名様)
※総合案内またはTELに
て申込み受付

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

創作人形アトリエ藤岡
055-226-0761(フジオカ)

1日目 13:00〜
2日目 10:00〜

イベントスペース ⻄面 創作人形展 ⼊場無料

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。

10:00〜 イベントスペース 東面 いちえ会展 ⼊場無料 いちえ会
090-9309-9748(タケダ)

080-1040-9976(イケヤ)1日目 12:00〜
2日目 9:00〜

イベントスペース ⻄面 池谷喜右ヱ門の世界
第二回　能面展

⼊場無料

交流施設イベントインフォメーション

～～ ～～
～～ ～～

～～ ～～
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交流施設イベントインフォメーション

5月12日 (土) 9:30〜 交流ルーム 102 緑の教室(樹木の病虫害防除) ⼊場無料 緑の相談所
055-276-2020(イチノセ)

5月12日 (土) 10:00〜 交流ルーム 103 (株)リョーウン お仕事相談 ⼊場無料 (株)リョーウン
0551-22-8511(ヤマダ)

5月12日 (土) 12:00〜 交流ルーム 104 愛と勇気づけの親⼦・対人関係
セミナーSMILE

参加費　30,000円 0553-34-5423(モリサキ)

5月13日 (日) 13:00〜 交流ルーム 101 短歌歌評会 ⼊場無料 みぎわ短歌会
055-276-9810(コウノ)

5月13日 (日) 10:00〜 交流ルーム 103 マザーズコーチングオリエンテーショ
ン
(コース説明)

参加費　500円 マザーズコーチングスクール
055-263-8717(カサイ)

5月13日 (日) 12:00〜 交流ルーム 103 やさしいお坊さんの心の相談所 ⼊場無料 ⼭本無我　心の相談所
090-6952-8646(ヤマモト)

5月15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)

5月15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)

5月16日 (水) 9:00〜 交流ルーム 101 書道研究会 ⼊場無料 ⼭梨藍筍会
0556-22-5522(アキヤマ)

5月16日 (水) 10:00〜 交流ルーム 103 マザーズコーチング(アドバンス) 受講料　8,640円 マザーズコーチングスクール
055-263-8717(カサイ)

5月16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)

5月17日 (木) 10:00〜
(開場　9:30)

イベントスペース 東面 胎内記憶の第一人者「池川明
先生講演会」〜こどもたちとの未
来を考える〜

参加費あり
※詳細はお問い合わせ下
さい

やまびこまんまるプロジェクト
090-2448-2488(モチヅキ)

5月17日 (木)

5月23日 (水)
5月18日 (⾦) 10:00〜

14:00〜
交流ルーム 201

104
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)

5月19日 (土) 17:30〜
(開場　17:00)

多目的ホール lipless×O'shanty Joint
Concert #3

⼊場料500円
※⼩学生以下は無料

lipless
090-7264-6817(イチノセ)

5月19日 (土) 9:30〜
(開場　9:20)

多目的ホール 社会適応訓練講習会 ⼊場無料 ⼭梨県視覚障害を考える会
055-282-2750(カモ)

5月19日 (土) 16:00〜 交流ルーム 101 玄太庵(市政勉強会) ⼊場無料 080-5491-7169(カミヤマ)

5月19日 (土) 13:00〜 交流ルーム 201 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)

5月20日 (日) 12:30〜
(開場　12:00)

イベントスペース 東面 賢い家づくり勉強会 ⼊場無料 有限会社エンドウ工務店
055-284-8080

5月20日 (日) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール こたにじゅん二胡教室　甲府教
室第5回生徒発表会&講師によ
るミニコンサート

⼊場無料 こたにじゅん二胡教室
055-228-5965(コタニ)

5月20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 102 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)

5月22日 (火) 9:00〜 交流ルーム 103 マザーズコーチング 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)

5月23日 (水) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール 平成30年度第10期⼭梨代協
通常総会

⼊場無料 一般社団法人
⼭梨県損害保険代理業協会
090-4360-5474(オノ)

1日目 13:00〜
2日目 9:00〜

イベントスペース ⻄面 押し花作家・⾦⼦政⼦「植彩画
の世界」

⼊場無料 押し花倶楽部「森の精」
090-7816-0752(カネコ)

～～ ～～
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5月23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)

⼊場無料 アトリエソレイユ
090-4388-6466(ナイトウ)

5月23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)

5月24日 (木)

5月27日 (日)
5月24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)

5月24日 (木) 10:00〜 交流ルーム 104 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)

5月24日 (木) 13:00〜 交流ルーム 104 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)

5月24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)

5月25日 (⾦) 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)

5月25日 (⾦) 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)

5月26日 (土)

5月27日 (日)

5月26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)

5月26日 (土) 12:00〜 交流ルーム 201 愛と勇気づけの親⼦・対人関係
セミナーSMILE

参加費　30,000円 0553-34-5423(モリサキ)

5月27日 (日) 9:20〜 交流ルーム 202 コーダー道場甲府(⼦ども向けプログ
ラミングクラブ)

⼊場無料 コーダー道場甲府
090-1812-1707(フクイ)

5月27日 (日) 13:00〜 交流ルーム 201 留学相談会 ⼊場無料 (株)国際教育交流センター留学タイムズ
03-5360-8911(ハルナ)

5月29日 (火) 10:00〜
(開場　9:30)

イベントスペース ⻄面 ベルマーク運動説明会 ⼊場無料 公益財団法人ベルマーク教育助成財団
03-5148-7255(モリシマ)

5月29日 (火) 13:00〜 交流ルーム 104 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)

5月29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(クノ)

5月30日 (水) 15:00〜
(開場　14:30)

多目的ホール 二胡演奏会 ⼊場無料 銭娜二胡教室
080-3278-6013(ソン)

5月30日 (水) 9:30〜 交流ルーム 104 (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(ミズカミ)

5月30日 (水) 10:00〜 交流ルーム 103 マザーズコーチング(アドバンス) 受講料　8,640円 マザーズコーチングスクール
055-263-8717(カサイ)

5月31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)

以上

木彩会(コマツ)

1日目
①17:00〜
2日目
②13:00〜
③17:00〜

多目的ホール 『パック！〜W.シェイクスピア「真
夏の夜の夢」より〜』

【前売券】
一般　 　　    2,500円
高校生以下     500円
【当日券】　   3,000円
※①③の回は未就学児⼊
場不可、②の回は未就学児
無料で⼊場可

朗読楽団おとぎ日和
otogibiyori@gmail.com

1日目 12:00〜
2日目 9:00〜

イベントスペース ⻄面 透明水彩画教室合同展 ⼊場無料

～～ ～～
～～ ～～
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