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

３日（木）
～

５日（土）

３日～４日
１０：００～１８：００
５日
１０：００～１６：００

東面 第１８回卵殻モザイク研究会展 入場無料 卵殻モザイク研究会
０５５－２６６－２１５７

７日（月）
～

１０日（木）

７日
１２：００～１７：００
８日～９日
１０：００～１７：００
１０日
１０：００～１６：００

西面 増田実パステル画教室生徒展 入場無料 山梨文化学園
０５５－２３１－３０９０

８日（火）
～

１０日（木）

８日～９日
１０：００～１８：００
１０日
１０：００～１６：００

東面 真多呂人形学院創立５０周年記念
木目込み人形作品　吉村教室展

入場無料 ０９０－２４８４－９１２９（吉村）

１１日(金) １４：００～１５：３０ 全面 やまなし読書活動促進事業関連イベント
阿刀田館長企画事業「大沢在昌　講演
会」

「ミステリーと私」と題した講演会のほか、阿刀
田高館長とのトークショーを行います。

入場無料
定員：３００名
※事前の申し込みが必要

山梨県立図書館企画振興担当
０５５－２５５－１０４０

１２日(土) １３：３０（受付）
１４：００～１７：００

西面 児童文学作家　山本悦子先生　講演会
ヘンな子ちゃん、作家になる

入場無料
定員：１５０名

こぶんたん事務局
０５５－２６２－５８０３

１３日(日) １２：３０（受付）
１３：００～１６：００

全面 中高生公開講座ワークショップ 入場無料
定員：７０名
※事前の申し込みが必要

公益社団法人　甲府市薬剤師会
０５５－２３６－５２００

１６日(水) １３：００（受付）
１３：３０～１５：３０

全面 第３５回ネクスト・ウエーブフォーラム 入場無料
※事前の申し込みが必要

株式会社サンニチ印刷
０５５－２４１－１１１１

１９日（土）
～

２１日（月）

１９日～２０日
１０：００～１９：００
２１日
１０：００～１５：００

全面 池坊山梨県支部
いけばな池坊展
２０１６
～惜しむ秋 楽しむ秋を花にのせて～

入場無料 池坊山梨県支部
０５５－２３５－９９８１（古屋）

２４日（木）
～

２７日（日）

２４日～２６日
１０：００～１９：００
２７日
１０：００～１７：００

西面 守拙書道会主催　第２回　「書の展覧会」

同時開催
南アルプス市教育委員会・芦安書道教
室展

入場無料 守拙書道会
０８０－５５１０－４０５８（井川）

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

１日(火) １３：３０～１６：００ やまなしスマートハウス普及啓発セミナー 入場無料
定員：５０名
※事前の申し込みが必要

山梨県エネルギー政策課
０５５－２２３－１５０２

７日(月) １８：３０（受付）
１９：００～２０：３０

金管アンサンブルシリーズｖｏｌ．３　金管
六重奏　Ｂｒａｓｓ　Ｓｅｘｔｅｔ　DICE

入場料：１，５００円（一般）１，０００（高校生以下）
　　　　　※当日券は各５００円増

brassseries.in.yamanashi@gmail.com

１０日(木) １４：００～１６：００ シルクロードの歴史と文化
アク・ベシム遺跡を掘る

入場無料 帝京大学文化財研究所
０５５－２６３－６４４１

１３日(日) 朗読楽団おとぎ日和　第三集
モモ＆ひとりぼっちのガブ

入場料：
１部　前売１，５００円　当日２，０００円（一般）
　　　　　高校生以下５００円
　　　　　※未就学児童無料

２部　前売２，０００円　当日２，５００円（一般）
　　　　　高校生以下５００円
　　　　　※未就学児童入場不可

セット券３，０００円（前売のみ）

otogibiyori@gmail.com（問合せ）
https://www.quartet-online.net/ticket/otogi3
（予約フォーム）
http://otogibiyori.com/（ホームページ）

１部「ひとりぼっちのガブ」
１３：３０（受付）
１４：００（開演）

２部「モモ」
１７：３０（受付）
１８：００（開演）

交流施設イベントインフォメーション 

２０１６年 １１月 

イベントスペース 

多目的ホール 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW21EphRW3CEA5wCU3uV7/SIG=11uu8aia5/EXP=1444280260/**http%3a/kids.wanpug.com/illust475_thumb.gif


１４日(月) １４：３０～１６：００ 腰痛治療セミナー＆ノルディックウォーキ
ング

入場無料
定員：１００名
※事前の申し込みが必要

０３－５３０８－０４９９

１６日(水) １８：１５（受付）
１８：３０～２０：００

「日本のインテリアを考える」
第２部　シンポジウム

①講演「サステイナブルとインテリアを新たな
視点で考える」
②異業種分野のゲストをお迎えしてのパネル
ディスカッション

参加料：５００円
※事前の申し込みが必要

Ａｖｅｎｕｅ　Ｉｎｔｅｒｉｏｒ　Ｄｅｓｉｇｎ
０５５－２２８－０１４０

１８日(金) １８：００（受付）
１８：３０（開演）

きたぐち音楽会　ｉｎ　かいぶらり
秋の夕べのハーモニカ　コンサート
さくらハーモニカクラブ

入場無料
定員：１５０名

山梨県立図書館企画振興担当
０５５－２５５－１０４０

１９日(土) １２：００（受付）
１３：００～１７：００

がんばれ共和国２５周年記念チャリティ講
演会～がんばれ共和国からあおぞら共
和国への軌跡～

入場無料
定員：２００名
※事前の申し込みが必要

認定ＮＰＯ法人難病のこども支援全国ネットワーク
０３－５８４０－５９７２

２０日(日) １３：３０～１５：００ 県民の日朗読会 １１月２０日の「県民の日」に合わせて開催する
朗読イベントです。ＹＢＳアナウンサーが朗読を
行います。

入場無料
定員：１５０名

山梨県立図書館企画振興担当
０５５－２５５－１０４０

２６日(土) １０：００（受付）
１０：３０～１２：００

ＣＩＮＥＭＡ　ＭＥＥＴＩＮＧ　ＫＯＦＵ
「ふたりの桃源郷」

心は山にありました。
最期まで山で　最期までふたりで　ある夫婦と
支える家族、２５年を記録したドキュメンタリー映
画。ナレーション　吉岡秀隆（俳優）。

入場無料
定員：１５０名（チケット配布）

山梨県立図書館指定管理者
０５５－２５５－１０４１

※チケットは山梨県立図書館総合案内にありま
す。

２９日(火) １６：３０（受付）
１７：００（開演）

平成２８年度「犯罪被害者支援講演会」
演題「深まる苦しみ、広がる傷口」

【講師】京都交通事故被害者遺族の会「古都の
翼」代表（生命のメッセージ展参加家族）中江
美則

入場無料
定員：２００名

公益社団法人被害者支援センターやまなし
０５５－２２８－８６３９

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

１６日(水) １３：１５（受付）
１３：３０～１６：３０

104 「日本のインテリアを考える」
第１部　セミナー・ワークショップ
「暮らしを彩る、壁紙アートパネルをつく
ろう！」

参加料：２，０００円（参加料の一部は被災地で
のワークショップの費用として寄付させていただ
きます。）
持ち物：カッター・はさみ・定規（カッター用）・
カッティングマット（お持ちの方のみ）・ハンドタ
オル・筆記用具
※事前の申し込みが必要

Ａｖｅｎｕｅ　Ｉｎｔｅｒｉｏｒ　Ｄｅｓｉｇｎ
０５５－２２８－０１４０

１６日(水) １８：３０～２０：３０ 102 Ｗｈａｔ’ｓ　Ｐｅｒｓｏｎａ？　みらいサロン
平成２８年度　県民コミュニティーカレッジ
×ＣＯＣ＋　やまなしＭｉｒａｉリーダー　ＳＨ
ＩＮＧＥＮ　養成セミナー＆ワークショップ
～地域を活かす新たな手法と戦略：ペル
ソナマーケティングの活用～

第１回「ペルソナマーケティング」とは何か？

入場無料
定員：４０名

山梨大学地域未来創造センターＣＯＣ＋部門
０５５－２２０－８４５０

２７日(日) １３：００～１５：００ 101
102
103
104

おはなし☆おはなし２０１６ 県内の図書館ボランティアグループによる子ど
も向けのイベントです。読み聞かせ、パネルシ
アター、紙芝居等。

入場無料

山梨県立図書館企画振興担当
０５５－２５５－１０４０

図書館ボランティアやまなし
０５５－２８３－３３４０（齊藤）

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 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW34UqBRW4FgA_AaU3uV7/SIG=1376hauel/EXP=1444280724/**http%3a/www.vill.izumizaki.fukushima.jp/wp/wp-content/uploads/2012/10/illust3959.png

