
平成31年(2019年)

1月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

1月4日 (⾦) 1回目　13:20〜
2回目　15:15〜

交流ルーム 103 話すための英語の基礎レッスン ⼊場無料 甲府国際交流英語サークル
080-7853-6008(カタヒラ)

1月5日 (土) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール レコード＆CDを使った音楽鑑賞
会

⼊場無料 ミュージックトラベル
080-3467-4303(ホンダ)

1月5日 (土) 9:30〜 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)

1月5日 (土) 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)

1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)

1月6日 (日) 13:10〜
(開場　13:00)

多目的ホール かいぶらり朗読のつどい⼭梨県芸
術文化協会朗読部門 新春合同
朗読会

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館 企画振興担当
055-255-1040

1月6日 (日) 15:00〜 交流ルーム 104 (ミーティング)HA甲府ミーティング ⼊場無料 ひきこもりアノニマス
hikikomorianonymous.org

1月7日 (月) 1回目 9:30〜
2回目 14:00〜

多目的ホール えっ！そうだったんだ ipad・
iphoneによる学習・活動支援の
こと

⼊場無料 055-282-4889(ミキ)

1月7日 (月) 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)

1月7日 (月) 13:30〜 交流ルーム 201 インターンシップ ⼊場無料 (株)富士情報
042-643-6341(ホリウチ)

1月8日 (火) 9:30〜 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)

1月9日 (水) 9:00〜 交流ルーム 102 書道研究 ⼊場無料 ⼭梨藍筍会
0556-22-5522（アキヤマ）

1月9日 (水) 9:30〜 交流ルーム 104 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)

1月9日 (水) 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)

1月9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)

1月10日 (木) 14:00〜 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)

1月11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)

1月11日 (⾦) 10:30〜 交流ルーム 201 英語絵本であそぼう！ ⼊場料　500円 ラボ・パーティ
080-5683-2585(マセ)

1月11日 (⾦) 1回目　13:20〜
2回目　15:15〜

交流ルーム 202 話すための英語の基礎レッスン ⼊場無料 甲府国際交流英語サークル
080-7853-6008(カタヒラ)

1月12日 (土) 11:00〜 イベントスペース ⻄面 第8回お正月を遊ぼう ⼊場無料 甲府駅北⼝まちづくり委員会
055-252-8797

1月12日 (土) 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

1月12日 (土) 14:30〜
(開場　14:00)

多目的ホール カンターテ・ドミノ演奏会 ⼊場料　2,500円
⾼校生以下 無料

カンターテ・ドミノ合唱団
090-5761-4425(ヨコテ)

1月14日 (月) 10:00〜 イベントスペース
多目的ホール

2018年度「⾦融教育フェスタ」
（⼭梨）

⼊場無料 ⾦融教育フェスタ事務局
0120-955-972

1月16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)

※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。

日 程 会 場

交流施設イベントインフォメーション
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1月16日 (水) 13:30〜 交流ルーム 202 インターンシップ ⼊場無料 (株)富士情報
042-643-6341(ホリウチ)

1月17日 (木) イベントスペース

1月21日 (月)

1月17日 (木) 10:00〜 交流ルーム 104 顔ヨガ＆ウォーキングコラボレッスン 参加費　3,000円 055-288-9062(ササキ）

1月17日 (木) 13:00〜 交流ルーム 102 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)

1月17日 (木) 19:00〜 交流ルーム 202 メンタルビジョントレーニング⼊門講座 参加費　3,000円 090-5199-0045(タカノ)

1月18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
Vol.14「我が道を往く」

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館 企画振興担当
055-255-1040

1月18日 (⾦) 1回目　13:20〜
2回目　15:15〜

交流ルーム 103 話すための英語の基礎レッスン ⼊場無料 甲府国際交流英語サークル
080-7853-6008(カタヒラ)

1月18日 (⾦) 18:30〜
(開場　18:00)

交流ルーム 102 平成31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)

1月19日 (土) 14:00〜
(開場　13:30)

多目的ホール 映画「人生フルーツ」 ⼊場料　前売り　　800円
　　　　　　当日　1,000円

甲府友の会
080-4305-4153(キタガワ)

1月19日 (土) 10:00〜 交流ルーム 101 lifedoors クライアントセミナー(マネー
セミナー)

⼊場無料 (有)ライフドアーズ
0266-72-3270(タナカ)

1月19日 (土) 10:00〜 交流ルーム 104 人狼ゲーム会 ⼊場無料 ⼭梨 人狼部(サトウ)
090-4393-7349

1月19日 (土) 13:00〜 交流ルーム 102 講座 参加費　3,000円 NPO法人マンマメルカート
090-4223-5780(ハヤカワ)

1月19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)

1月19日 (土) 14:00〜 交流ルーム 101 メンタルビジョン&姿勢コラボイベント 参加費　2,500円 090-6109-6278(ササキ)

1月20日 (日) 10:30〜
(開場　10:00)

多目的ホール こども邦楽教室発表会 ⼊場無料 090-3535-5351(ナカムラ)

1月20日 (日) 10:45〜 交流ルーム 102 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)

1月21日 (月) 13:30〜 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)

1月22日 (火) 13:00〜 交流ルーム 103 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)

1月23日 (水) イベントスペース

1月27日 (日)

1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)

1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を楽しむ)

参加費　2,000円+税
　〜5,000円（材料費）

アトリエソレイユ
090-4388-6466(ナイトウ)

1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)

1月25日 (⾦) 10:30〜 交流ルーム 202 英語絵本であそぼう！ ⼊場料　500円 ラボ・パーティ
080-5683-2585(マセ)

23日〜26日
9:30〜17:00
27日
9:30〜15:00

第45回県職員文化展 ⼊場無料 ⼭梨県総務部職員厚生課（ヒグチ）
055-223-1377

17日〜20日
10:00〜18:00
21日
10:00〜16:00

第18回やまなし県⺠文化祭総
合展示

⼊場無料 やまなし県⺠文化祭実⾏委員会事務局
055-223-1797(県庁障害学習文化課
内）

～～ ～～
～～ ～～
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1月25日 (⾦) 1回目　13:20〜
2回目　15:15〜

交流ルーム 102 話すための英語の基礎レッスン ⼊場無料 甲府国際交流英語サークル
080-7853-6008(カタヒラ)

1月26日 (土) 10:00〜 多目的ホール ⼭梨中銀 新春 資産運⽤フェア ⼊場無料 ⼭梨中央銀⾏
0120-201862

1月27日 (日) 14:00〜
(開場　13:30)

多目的ホール キッズと⼤人のための伝統文化 ながう
た教室 発表会

⼊場無料 伝統文化子ども教室
090-2250-3427(シムラ)

1月27日 (日) 10:45〜 交流ルーム 102 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)

1月27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)

1月29日 (火) 13:00〜 交流ルーム 103 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)

1月29日 (火) 13:00〜 交流ルーム 201 遺産・相続の無料相談会 ⼊場無料 相続ふれあい相談室

1月30日 (水) 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)

1月30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)

1月31日 (木) 14:00〜 多目的ホール ふるさとまちなみデザインセミナー ⼊場無料 ⼭梨県都市計画課
055-223-1717

1月31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)

以上
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