
平成30年(2018年)

7月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

7月1日 （日）10:00〜 交流ルーム 201 甲府一高　百新会　幹事会 参加費　300円 甲府一高　百新会
055-226-2125(ヨダ)

7月2日 (月) 18:00〜
(開場 16:00)

イベントスペース ⻄⾯ 池端美和氏「成功の秘訣」特別
講演会

参加費　3,000円 Suéda。〜beauty&health〜
090-8685-7052(サワノボリ)

7月3日 (火) 18:30〜 交流ルーム 101 U･R･L第2回総会 ⼊場無料 (特非）Uniform　Recyling　Link
080-5654-5658(サカモト）

7月3日 (火) 10:00〜 交流ルーム 103 お仕事相談 ⼊場無料 (株)リョーウン
0551-22-8511(ヤマダ)

7月3日 (火) 19:30〜
(開場 19:00)

交流ルーム 201 英会話 Hello port 受講料　1,000円 Hello port
080-6520-2046(シラクラ)

7月4日 (水) 10:00〜 交流ルーム 202 お仕事相談 ⼊場無料 (株)リョーウン
0551-22-8511(ヤマダ)

7月5日 (木)

7月11日 (水)

7月5日 (木) 13:00〜 多目的ホール ⼭梨県児童・⽣徒連絡協議会
第1回県代表委員会

⼊場無料 ⼭梨県連合教育会
055-228-3165(オグシ)

7月5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)

7月7日 (土) 10:00〜 交流ルーム 104 子どものやる気を引き出す質問
講座

参加費　500円 アトリエプレジール
055-263-8717(カサイ)

7月7日 (土) 10:00〜 交流ルーム 202 お仕事相談 ⼊場無料 (株)リョーウン
0551-22-8511(ヤマダ)

7月8日 (日) 13:00〜 交流ルーム 104 短歌歌評会 ⼊場無料 みぎわ短歌会
055-276-9810(コウノ)

7月8日 (日) 10:30〜
(開場 10:00)

交流ルーム 202 子育て勉強会 参加費　1,000円 風土記の丘　自由学校
080-5062-8796(イズミ)

7月8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)

7月10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
(親子2人)

かたりとみっく® 教室
rinrin@cataritomikku.com(ミウラ)

7月10日 (火) 13:30〜
(開場 13:00)

交流ルーム 102 インターンシップ ⼊場無料 (株)富士情報
042-643-6341(ホリウチ)

7月10日 (火) 13:00〜 交流ルーム 103 お仕事相談 ⼊場無料 (株)リョーウン
0551-22-8511(ヤマダ)

7月10日 (火) 13:30〜
(開場 13:00)

交流ルーム 201 (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)

7月10日 (火) 18:30〜
(開場 18:00)

交流ルーム 101 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)

7月10日 (火) 19:30〜
(開場 19:00)

交流ルーム 201 英会話 Hello port 受講料　1,000円 Hello port
080-6520-2046(シラクラ)

7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)

7月12日 (木) 14:00〜
(開場 13:30)

イベントスペース 平成30年度子どもの読書オープ
ンカレッジ（第2回）

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館・⼭梨⼤学付属図書館
子ども室
055-255-1040

7月12日 (木) 17:30〜
(開場 17:00）

多目的ホール 第92回ムジカ　エテルナ甲府定
期演奏会

参加費　学⽣　1,000円
　　　　   ⼤人　1,500円

ムジカエテルナ甲府
045-421-0502(アラカワ)

7月12日 (木) 13:30〜
(開場 13:00)

交流ルーム 102 新卒採用セミナー ⼊場無料 (株)リクルートキャリア
0263-34-7191(コバヤシ）

7月12日 (木) 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)

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。

第37回　甲府空襲　戦争と平和・環境展
実⾏委員会
055-222-1541(マツキ)

1日目 14:00〜
2日目 10:00〜

イベントスペース 第37回　甲府空襲　戦争と平
和・環境展 「語り継ごう20世紀
を 創ろう平和な21世紀を」

⼊場無料
※7月7日(土)のみ
多目的ホール 14:00〜
【特別企画】市⺠とともに平
和を考える集い

交流施設イベントインフォメーション

～～ ～～
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7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)

7月13日 (⾦) 9:00〜 交流ルーム 103
104

銭娜二胡教室 受講料　5,940円 銭娜二胡教室
080-3278-6013(ソン)

7月13日 (⾦) 9:00〜 交流ルーム 201 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
055-263-8717(カサイ)

7月13日 (⾦) 12:00〜 交流ルーム 103 新聞アートカメリア ⼊場無料 ３RD カメリア
080-4468-1410(モモセ)

7月14日 (土) 18:45〜
(開場 18:15)

イベントスペース 公開講座 ⼊場無料 甲斐うつとりワーク連絡会
055-267-8111(ヤマモト)

7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)

7月14日 (土) 9:30〜 交流ルーム 104 『びでかつくりば』（ワークショッ
プ）

⼊場無料 駿台甲府高等学校
055-241-5311(ニシダ)

7月14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)

7月15日 (日) 16:30〜
(開場 16:15)

多目的ホール きいてけしコンサート ⼊場料　2,000円 きいてけしアンサンブル
0551-45-8278(スズキ)

7月15日 (日) 14:00〜
(開場 13:30)

イベントスペース 館⻑企画事業「⾦⽥一館⻑公
演」

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1041

7月16日 (月) 10:45〜 交流ルーム 102 レインボーファクトリー 参加費　1,980円 レインボーファクトリー
090-7353-7208(テライ)

7月16日 (月) 13:00〜 多目的ホール 映画「神楽鈴の鳴るとき」上映会 ⼊場料　1,000円 (株)インスパイアード
03-6913-6057

7月16日 (月) 15:00〜 交流ルーム 101 玄太庵 ⼊場無料 神⼭玄太と甲府を「⼤好きなまち」にする
会
080-5491-7169(カミヤマ)

7月17日 (火) 9:00〜 交流ルーム 103 マザーズコーチングアドバース 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)

7月17日 (火) 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)

7月17日 (火) 19:30〜
(開場 19:00)

交流ルーム 201 英会話 Hello port 受講料　1,000円 Hello port
080-6520-2046(シラクラ)

7月18日 (水) 13:30〜
(開場 13:00)

交流ルーム 101 インターンシップ ⼊場無料 (株)富士情報
042-643-6341(ホリウチ)

7月18日 (水) 13:00〜 交流ルーム 102 お仕事説明会 ⼊場無料 国際勧業マンパワーサービス(株)
055-241-3362(カナイ)

7月18日 (水) 13:00〜 交流ルーム 103 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)

7月18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)

7月19日 (木) 9:30〜
(開場 9:00)

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)

7月19日 (木) 13:30〜
(開場 13:00)

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)

7月19日 (木) 14:30〜 イベントスペース 高校⽣のための進路説明会 ⼊場無料 (株)ツートップ
03-6780-2102(シマダ)

7月19日 (木) ①14:00〜
②17:30〜
③19:00〜

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

7月20日 (⾦) 13:00〜
(開場 12:30)

多目的ホール 第7回⼭梨ＩＣＴ地産地消
フォーラム

⼊場無料 (特非)⼭梨ICT＆コンタクト⽀援センター
055-225-6400(イド)
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7月20日 (⾦) 10:00〜 交流ルーム 201 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
055-263-8717(カサイ)

7月20日 (⾦) 18:00〜 交流ルーム 202 甲州無料塾ココロ ⼊場無料 甲州無料塾ココロ
090-4601-9859(ニシダ)

7月21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）

7月21日 (土) 13:00〜
(開場 12:30)

交流ルーム 101
102

第7回⼭梨ICT地産地消フォーラ
ム関連イベント　親子ものづくりイ
ベント

参加費　2,000円 (特非)⼭梨ICT＆コンタクト⽀援センター
055-225-6400(イド)

7月21日 (土) 16:00〜
(開場 15:30)

多目的ホール おんがくかいぶらりＸⅦ　「雨宮洋
子＆箏アンサンブル　箏の調べ」

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館 企画振興担当
055-255-1040

7月22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)

7月22日 (日) 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）

7月22日 (日) 10:00〜
(開場 9:30)

交流ルーム 201 (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)

7月23日 (月) 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)

7月23日 (月) 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)

7月23日 (月) 13:30〜
(開場 13:00)

交流ルーム 102 インターンシップ ⼊場無料 (株)富士情報
042-643-6341（ホリウチ）

7月24日 (火) 19:30〜
(開場 19:00)

交流ルーム 201 英会話 Hello port 受講料　1,000円 Hello port
080-6520-2046(シラクラ)

7月25日 (水) 10:30〜
(開場 10:00)

イベントスペース ソーラーキット　実験教室！ ⼊場無料
※定員：各25組(50名
様)
※対象：小学⽣と保護者
※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

7月25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)

7月26日 (木) 10:00〜
(開場　9:30)

交流ルーム 104 ことばのひろば　オーストリアチャ
チャチャ！　日本チャチャチャ！

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040(サイトウ)

7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)

7月27日 (⾦) 9:00〜 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)

7月29日 (日) 10:00〜 イベントスペース
多目的ホール

THE　Six　SENSE
〜医療福祉系シュミレーションゲーム
〜

⼊場無料
(最終受付16:00)

NPO法人Ubdobe
info＠ubdobe.jp

7月31日 (火) 19:30〜
(開場 19:00)

交流ルーム 201 英会話 Hello port 受講料　1,000円 Hello port
080-6520-2046(シラクラ)

7月30日 (月) 10:00〜
(開場 9:30)

イベントスペース
多目的ホール

⼊場無料

7月31日 (火)

⼭梨県エネルギー局エネルギー政策課
055-223-1502(フルヤ)

平成30年度「やまなし水素エネ
ルギーフェア」＆「米倉⼭クリーンエ
ネルギー研究成果報告会」

～～ ～～ ～～ ～～

指定管理者
主催事業
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