
平成30年(2018年)

6月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

6月2日 (土) 13:30〜 多目的ホール ⼭梨郷土研究会研究例会 参加費　500円 ⼭梨郷土研究会
055-263-6441(ハタ)

6月2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)

6月3日 (日) 14:00〜
(開場　13:30)

多目的ホール シネマかいぶらりホリデー上映会
「経世済⺠の男 ⼩林⼀三」

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館 企画振興担当
055-255-1040

6月4日 (月)

6月7日 (木)

6月5日 (火) 10:00〜
(開場　9:30)

交流ルーム 104 (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)

6月5日 (火) 19:30〜 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)

6月6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)

6月7日 (木) 13:00〜 交流ルーム 101 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)

6月7日 (木) 18:30〜
(開場　18:00)

多目的ホール JCこれまち構想会議 ⼊場無料 (⼀社)甲府⻘年会議所
080-6675-0500(サノ)

6月7日 (木) 9:30〜 交流ルーム 202 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)

6月7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)

6月8日 (⾦) 11:00〜 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)

6月8日 (⾦) 13:00〜 交流ルーム 201 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)

6月8日 (⾦) 19:00〜
(開場　18:30)

多目的ホール 福祉用具プランナー研究ネット
ワーク⼭梨 安⼼安全な移乗勉
強会

参加費　500円 055-287-6611(マスザワ)

6月8日 (⾦) 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)

6月9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)

6月10日 (日) 10:00〜
(受付　9:30)

交流ルーム 201 プレイバック・シアター 参加費　1,000円 プレイバック・シアター ぶどうの樹
090-3452-2481(ヤマムラ)

6月10日 (日) 10:30〜
(開場　10:00)

多目的ホール 放送⼤学⼭梨学習センター
公開講座

⼊場無料 放送⼤学⼭梨学習センター
055-251-2238(ヒライデ)

6月10日 (日) 13:00〜 交流ルーム 103 短歌歌評会 ⼊場無料 みぎわ短歌会
055-276-9810(コウノ)

6月10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)

6月10日 (日) 13:00〜 交流ルーム 202 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)

6月10日 (日) 13:30〜
(開場　13:00)

交流ルーム 102 おはなし会 ⼊場無料 語りの会やまもも
090-5192-5122(タナカ)

6月10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(イノウエ)

6月12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)

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 9:30〜

イベントスペース 2018 日本和紙絵画巡回
⼭梨展

(公社)日本和紙絵画芸術協会
03-3203-2103

⼊場無料
※6月6日(水)のみ
交流ルーム101 10:00〜
うちわ作りワークショップ開催

交流施設イベントインフォメーション

～～ ～～
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6月12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)

6月12日 (火) 19:30〜 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)

6月13日 (水) 10:00〜
(開場　9:30)

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)

6月13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)

6月16日 (土)

6月17日 (日)
6月14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)
6月15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)
6月15日 (⾦) 16:00〜 交流ルーム 102 ⼭梨県社会保険労務⼠会 甲

府支部総会(会議)
⼊場無料 ⼭梨県社会保険労務⼠会 甲府支部

090-2732-2374(ヤマキ)

6月16日 (土) 13:00〜 交流ルーム 101
102
103
104

第9回暮らしのよろず相談室
専門家ぞろいの無料相談会

⼊場無料 甲府シティーロータリークラブ事務局
055-237-5475

6月16日 (土) 13:00〜 交流ルーム 202 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)

6月16日 (土) 17:00〜 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)

6月17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)

6月17日 (日) 10:00〜 交流ルーム 202 日本⼤学工学部⽗⺟会甲信支
部懇談会

⼊場無料 日本⼤学工学部甲信支部⽗⺟会
090-5581-1158(カワノ)

6月17日 (日) 13:30〜 交流ルーム 104 起⽴不耐症と起⽴性調節障害
の会⼭梨県交流会

⼊場無料 NPO法人起⽴不耐症と起⽴性調節障
害の会
0553-23-3303(ヤマセ)

6月19日 (火) 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)

6月19日 (火) 19:30〜 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)

6月22日 (⾦)

6月24日 (日)
6月20日 (水) 10:00〜

(開場　9:30)
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)
6月20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)

6月20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)

6月22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)

6月22日 (⾦) 19:00〜 多目的ホール やまなし⼥性の風 キックオフイベント ⼊場無料 やまなし⼥性の風実⾏委員会
090-4838-9275(マツモト)

6月23日 (土) 13:00〜
(開場　12:30)

多目的ホール CSS Nite in KOFU vol.8 参加費　7,000円 info@cssnite-kofu.com(クラシナ)

6月23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
090-2524-0039(ヤマガタ)

華道瑩⼼流⼭梨支部
055-253-6472(ナトリ)

いきいき⼭梨ねんりんピック実⾏委員会
055-254-8610(タカノ)

1日目 13:30〜
2日目 9:00〜

イベントスペース いきいき⼭梨ねんりんピック2018
「⼭梨県シルバー作品展・⼭梨
県シルバー俳句⼤会」

⼊場無料

10:00〜 イベントスペース 華道瑩⼼流⼭梨支部いけばな
展

⼊場無料

～～ ～～
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6月23日 (土) 9:30〜
(開場　9:00)

交流ルーム 104 ⼭梨朝祷会 ⼊場無料 ⼭梨朝祷会
03-6698-3319(ノムラ)

6月23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)

6月24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)

6月26日 (火) 13:00〜
(開場　12:30)

交流ルーム 101 (株)⼤成　会社説明会 ⼊場無料 (株)⼤成
055-971-9516(コトク)

6月26日 (火) 19:30〜 交流ルーム 202 英会話 Hello port 参加費　1,000円 Hello port
080-6520-2046(シラクラ)

6月27日 (水) 15:30〜 イベントスペース ドリコムセミナー2018 ⼤学・短期
⼤学・専門学校 進学ガイダンス

⼊場無料 (株)日本ドリコム
0120-414-686

6月27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)

6月28日 (木) 15:30〜
(開場　15:00)

イベントスペース 東面 (⼀社)⼭梨県専修学校各種学
校協会主催 平成30年度教育
講演会

⼊場無料 (⼀社)⼭梨県専修学校各種学校協会
055-235-8861

6月28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

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館 企画振興担当
055-255-1040

6月28日 (木) 10:30〜 交流ルーム 202 公文書写 講座 ⼊場無料 公文エルアイエル
03-6836-0117(ノブオカ)

6月28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)

6月29日 (⾦) 13:00〜
(開場　10:00)

イベントスペース 東面 平成30年度事業承継支援者・
専門家向け研修

⼊場無料 (独)中⼩企業基盤整備機構 関東本部
経営支援部経営支援課
03-6459-0074(イノウエ・ホカリ・セキヤ)

6月29日 (⾦) 13:30〜 イベントスペース ⻄面 持続可能なバイオマス利用の国
際動向と日本における今後の展
開　〜地域のバイオマスを利用し
た⾃律・分散型エネルギー供給
体制を考える〜

⼊場無料 やまなし木質バイオマス協議会
055-225-6834(シザワ)

6月29日 (⾦) 16:00〜 交流ルーム 201 ハーバリウム作成 参加費　1,500円 ソフトフラワー協会
090-4377-1170(クヌギ)

6月29日 (⾦) 18:30〜
(開場　18:00)

多目的ホール シネマかいぶらり名作ナイト
「汚れなき悪戯」

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館 企画振興担当
055-255-1040

6月30日 (土) 11:30〜
(開場　10:30)

イベントスペース 全面 東方甲州祭　第12幕 ⼊場料　500円
(パンフレット代)

コミックチャレンジ東方イベント受付
070-6454-5398

6月30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)

6月30日 (土) 14:00〜
(受付　13:40)

多目的ホール ⽴正⼤学⼭梨県支部同窓会
市⺠公開講座
「税と社会保障貧困と」

⼊場無料 ⽴正⼤学⼭梨県支部同窓会
055-253-6790

6月30日 (土) 10:00〜
(開場　9:30)

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)

6月30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)

以上
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