
平成30年(2018年)

11月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

11月1日 (木) 18:20〜
(開場　18:00)

多目的ホール ドキュメンタリー映画　上映会 参加費　1,000円 合同会社adg-ethics
small.one.cinema@gmail.com

11月2日 (⾦) 14:30〜 多目的ホール ヒートショックを知ろう・防ごう 特
別講演会

⼊場無料 UTY企画内ヒートショック事務局
055-235-7664

11月3日 (土) 13:30〜
(開場　13:00)

イベントスペース Pink Ribbonイベント2018 in
⼭梨 リンパ浮腫で悩まない！

⼊場無料 事務局 地域コミュニティ広場「花水木」
055-252-7687

11月3日 (土) 9:30〜 多目的ホール ⼭梨・国語教育探求⼤会 参加費　一般 3,000円
           学生 1,000円

⼭梨・国語教育探求の会
090-1214-3341(タカハシ)

11月4日 (日) 10:45〜 交流ルーム 101 レインボーファクトリー 参加費　1,900円 レインボーファクトリー
090-7353-7208(テライ)

11月4日 (日) 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)

11月4日 (日) 12:00〜 交流ルーム 201 子ども遊びりんピック ⼊場無料 A5ランク
080-5073-5217(ヒロセ)

11月5日 (月) イベントスペース 東面

11月9日 (⾦)
11月5日 (月) 13:30〜

(開場　13:00)
多目的ホール 富⼠川流域砂防連絡会 講演

会 「明治150年の富⼠川砂防」
〜明日のための危機管理〜

⼊場無料 国土交通省 富⼠川砂防事務所 調査課
055-252-7156

11月5日 (月) 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)

11月6日 (火) 9:00〜 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)

11月6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)

11月6日 (火) 19:00〜 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)

11月7日 (水) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール 英国インテリアセミナー ⼊場無料 ⼭梨県インテリアコーディネーター協会
info@yamanashi-ic.org

11月7日 (水) 交流ルーム 101
102

11月12日 (月)

11月7日 (水) 13:00〜 交流ルーム 104 ウクレレ教室 参加費　3,000円 カフア ウクレレ教室
090-1461-5726(ミツイ)

11月7日 (水) 11:00〜 交流ルーム 201 お仕事相談会 ⼊場無料 (株)リョーウン
0551-22-8511(ヤマダ)

11月7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)

11月8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)

11月8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)

11月8日 (木) 17:00〜 交流ルーム 104 お仕事相談会 ⼊場無料 (株)リョーウン
0551-22-8511(ヤマダ)

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。

1日目　15:00〜
2日目以降
        　10:00〜

平成30年度・⼭梨県地域活性
化協働事業  日本の花押展

⼊場無料
【記念講演会】
11月7日(水)
多目的ホール 19:00〜

武⽥流花押を学ぶ会
080-5014-7079(タカギ)

10:00〜 第51回⼭梨県名品盆栽展 ⼊場無料 日本盆栽協会 甲府支部
055-273-6558(エサカ)

交流施設イベントインフォメーション

～～ ～～
～～ ～～
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11月9日 (⾦) 18:30〜
(開場　18:15)

多目的ホール ⽴川談慶出版記念落語会 【前売券】　2,500円

【当日券】  2,700円

朗月堂書店
055-228-7356

11月9日 (⾦) 9:00〜
12:00〜

交流ルーム
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)

11月9日 (⾦) 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)

11月10日 (土) 13:30〜 イベントスペース 東面 Kofu　Toastmasters　Demo
Meeting

⼊場無料 Kofu　Toastmasters
050-5809-8715(カワノ)

11月10日 (土) 19:00〜
（開場18:40）

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)

11月11日 (日) 14:30〜 イベントスペース 阿⼑⽥⾼名誉館⻑ 講演会「読
書、今でしょ」&⾦⽥一秀穂館⻑
とのトークショー

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

11月11日 (日) 18:30〜
(開場　18:00)

多目的ホール トロンボーンクァルテットクラールʼ
18　⼭梨特別公演

参加費　一般 2,000円
            学生 1,000円

トロンボーンクァルテットクラール
090-1104-8736(イマゴメ)

11月12日 (月) 17:00〜
(開場　16:30)

多目的ホール マリンバ三人娘 参加費　500円 090-9205-4071(オオハシ)

11月13日 (火) 17:00〜
(開場　16:30)

イベントスペース 外国人留学生就職セミナー ⼊場無料 ⼭梨県産業労働部労政雇⽤課
055-223-1562(デワ)

11月13日 (火) 16:00〜 交流ルーム 101 お仕事説明会 ⼊場無料 国際勧業マンパワーサービス株式会社
055-241-3362(カナイ)

11月13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)

11月13日 (火) 19:00〜 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)

11月14日 (水) 12:00〜 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)

11月14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)

11月15日 (木) 18:30〜 多目的ホール メディア情報リテラシーの講座 参加費　500円
※学生無料

080-3477-6233(フジワラ)

11月15日 (木) ①14:00〜
②15:00〜
③18:00〜

交流ルーム 104 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)

11月16日 (⾦) 18:30〜
(開場　18:00)

多目的ホール 「きたぐち音楽会inかいぶらり」 バ
ロック音楽のひととき

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

11月17日 (土) 14:00〜
(開場　13:30)

多目的ホール リコーダー・アンサンブルTOYBOX
コンサート

⼊場無料 TOYBOXコンサート実⾏委員会
055-279-5788(タキモト)

11月17日 (土) 18:30〜
(開場　18:00)

多目的ホール 第13回　⼭梨CE懇話会 参加費　1,000円 ⼭梨CE懇話会　中外製薬(株)
055-227-9711(エンドウ)

11月18日 (日) 13:00〜 イベントスペース 東面 館⻑連続講座 ⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

11月18日 (日) 10:30〜 交流ルーム 201 メンタルビジョン⼊門講座 参加費　4,500円 090-5199-0045(タカノ)

11月18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)

2 ページ



平成30年(2018年)

11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

11月18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)

11月19日 (月) 18:30〜
(開場　18:15)

多目的ホール 教育フォーラム ⼊場無料 ⼭梨⼤学
055-220-8268(アキヤマ)

11月20日 (火) 18:30〜
(開場　18:00)

イベントスペース 東面 やまなし性暴⼒被害者サポート
センターに係る専門家研修会

⼊場無料 (公社）被害者支援センターやまなし
055-228-3120(ササキ)

11月20日 (火) 19:00〜
(開場　18:30)

多目的ホール ⼭梨放送アナウンサーによる朗読
会　県⺠の日朗読会 かいぶらり
朗読のつどい

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

11月20日 (火) ①11:00〜
②14:00〜

交流ルーム 102 ⼭梨県⽴図書館 県⺠の日イベ
ント 図書館たんけんツアー

⼊場無料
【同時開催】
作って楽しいワークショップ
「チョキ♪チョキ♪切り紙あそ
び」　10:00〜16:00

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

11月20日 (火) 10:30〜 交流ルーム 104 マネースクール101 ⼊場無料 (有)ライフドアーズ
0266-72-3270(タナカ)

11月20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)

11月21日 (水) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール 食品ロス削減研修会 ⼊場無料 ⼭梨県 県⺠生活部 消費生活安全課
055-223-1588(ワタナベ)

11月21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)

11月23日 (⾦) イベントスペース 東面

11月25日 (日)
11月22日 (木) 19:00〜

(開場　18:30)
多目的ホール 政経セミナー 参加費　10,000円 080-5491-7169(カミヤマ)

11月22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
055-263-8717(カサイ)

11月22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)

11月22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)

11月23日 (⾦) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール BLANCシリーズファンミーティング
（美容セミナー）

⼊場無料 (株)hinaco
055-254-5080(コミヤマ)

11月24日 (土) 12:00〜 交流ルーム 201 子ども遊びりんピック ⼊場無料 A5ランク
080-5073-5217(ヒロセ)

11月25日 (日) 15:30〜
（開場15:00）

多目的ホール 第93回ムジカエテルナ甲府定期
演奏会

参加費　一般 1,500円
            学生 1,000円

ムジカエテルナ甲府
045-421-0502(アラカワ)

11月25日 (日) 13:00〜 交流ルーム 101
102

おはなし☆おはなし2018 ⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

11月27日 (火) 19:00〜 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)

11月28日 (水) 14:00〜 多目的ホール 平成30年度COC＋事業
CCRCシンポジウム

⼊場無料 COC＋事業　CCRCコース運営⼤学
055-223-6030(ミドリカワ）

11月28日 (水) 19:00〜 交流ルーム 104 かいぶらりいろどりものがたり朗読
会 太宰治朗読会 ヴィヨンの妻

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

10:00〜 甲府市医師会文化芸術祭 ⼊場無料 (一社)甲府市医師会
055-226-3618

～～ ～～

指定管理者
主催事業
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11月29日 (木) 13:00〜
(開場12:30）

多目的ホール 第40回⼭梨県短歌⼤会 ⼊場無料 ⼭梨県短歌⼤会実⾏委員会
055-223-1319(フジハラ）

11月29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
055-263-8717(カサイ)

11月29日 (木) 19:00〜 交流ルーム 104 ウクレレ教室 参加費　3,000円 カフア ウクレレ教室
090-1461-5726(ミツイ)

11月30日 (⾦) 14:30〜
(開場　14:00)

多目的ホール 平成30年度「犯罪被害者支援
講演会」

⼊場無料 (公社）被害者支援センターやまなし
055-228-3120(ササキ)

11月30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)

11月30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)

以上
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