
平成31年(2019年)

3月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

3月1日 (⾦) 18:00〜 交流ルーム 103 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)

3月1日 (⾦) 18:30〜
(開場　18:00)

交流ルーム 101 護身術教室 参加費　500円 県庁少林寺拳法同好会

3月1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)

3月2日 (土) 14:30〜
(開場　14:00)

イベントスペース ⻄⾯ 千葉⼯業⼤学同窓会⼭梨県⽀
部設⽴30周年記念講演会

⼊場無料 千葉⼯業⼤学同窓会⼭梨県⽀部
055-272-3100(コバヤシ)

3月2日 (土) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール かいぶらり語りセミナー「来ぶらり寄
席」

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館 企画振興担当
055-255-1040

3月2日 (土) 10:00〜 交流ルーム 104 マネースクール101スタートセミ
ナー

受講料　4,000円(2日
間)

マネースクール101事務局
0120-434-336

3月2日 (土) 13:00〜 交流ルーム 104 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)

3月3日 (日) 16:30〜
(開場　16:00)

多目的ホール きたぐち音楽会inかいぶらり 岩崎
けんいちコンサート

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館 企画振興担当
055-255-1040

3月4日 (月) 13:00〜 交流ルーム 101 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)

3月4日 (月) 18:30〜
(開場　18:00)

交流ルーム 101 護身術教室 参加費　500円 県庁少林寺拳法同好会

3月5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 かたりとみっく® 教室
rinrin@cataritomikku.com(ミウラ)

3月5日 (火) 13:00〜 交流ルーム 103 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)

3月5日 (火) 13:30〜
(開場　13:00)

交流ルーム 102 (株)⼤成 会社説明会 ⼊場無料 (株)⼤成
055-971-9516(コトク)

3月6日 (水) 13:00〜 イベントスペース 健康寿命延伸・生きがいづくり講
座((食と健康寿命))

⼊場無料 ⼭梨県健康生きがいづくりアドバイザー
協議会
0551-22-5207(ウルシバラ)

3月6日 (水) 9:00〜 交流ルーム 102 駿台予備学校⼊学説明会 ⼊場無料 駿台予備学校⽴川校
090-6133-3255(コイワイ)

3月6日 (水) 9:00〜 交流ルーム 104 書道研究 ⼊場無料 ⼭梨藍筍会
0556-22-5522（アキヤマ）

3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
055-282-3473(サカイ)

3月6日 (水) 15:00〜 交流ルーム 104 ITX(株) 会社説明会(セミナー) ⼊場無料 ITX(株)
050-3116-2985(バンノ)

3月6日 (水) 13:00〜 交流ルーム 202 終活のすすめ・相続・遺⾔・後⾒
無料相談会

⼊場無料 ⼭梨県相続成年後⾒協会
0120-193-874(ゴトウ）

3月6日 (水) 19:00〜 交流ルーム 104 ガールスカウト⼭梨県 第4団　中
学生集会

⼊場無料 ガールスカウト⼭梨県第4団
090-7703-2957(マルヤマ)

3月7日 (木) 13:30〜
(開場　13:00)

イベントスペース ⼭梨県職員採⽤ガイダンス ⼊場無料 ⼭梨県人事委員会事務局
055-223-1821(サイグサ)

3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)

3月8日 (⾦) 9:15〜 交流ルーム 104 マネースクール101スタートセミ
ナー

受講料　4,000円(2日
間)

マネースクール101事務局
0120-434-336

3月8日 (⾦) 10:00〜 交流ルーム 201 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）

※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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3月8日 (⾦) 12:00〜 交流ルーム 201 カメリア3rd ⼊場無料 カメリア3rd
080-4468-1410(モモセ)

3月8日 (⾦) 14:00〜
(開場　13:30)

交流ルーム 101 富⼠観光開発(株) 2020年採⽤新
規学卒者向け企業説明会

⼊場無料 富⼠観光開発(株)
0555-72-1188(ワタナベ)

3月8日 (⾦) 18:00〜 交流ルーム 103 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)

3月8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.15「花子とアン 朝市の嫁さ
ん」上映会

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館 企画振興担当
055-255-1040

3月8日 (⾦) 13:00〜 交流ルーム 202 パステル画講習会 ⼊場料　2,500円 090-5875-1878(カトウ)

3月9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

3月9日 (土) 13:30〜
(開場　13:00)

イベントスペース ⻄⾯ Kofu　Toastmasters
Meeting

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

3月9日 (土) 13:30〜
(開場　13:00)

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)

3月9日 (土) 10:00〜 交流ルーム 104 マネースクール101スタートセミ
ナー

受講料　4,000円(2日
間)

マネースクール101事務局
0120-434-336

3月9日 (土) 13:00〜 交流ルーム 201
202

心のケアの専門職《精神対話⼠》
による ほっと！相談

⼊場無料 (⼀財)メンタルケア協会 ⼭梨事務所
0553-39-9807(ヤマグチ)

3月10日 (日) 13:00〜 交流ルーム 104 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)

3月12日 (火) 10:00〜 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)

3月12日 (火) 19:00〜 交流ルーム 103 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)

3月13日 (水) 14:00〜 交流ルーム 101 終活のすすめ・相続・遺⾔・後⾒
無料相談会

⼊場無料 ⼭梨県相続成年後⾒協会
0120-193-874(ゴトウ）

3月13日 (水) 14:00〜 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）

3月13日 (水) 19:00〜 交流ルーム 102 ガールスカウト⼭梨県 第4団　中
学生集会

⼊場無料 ガールスカウト⼭梨県第4団
090-7703-2957(マルヤマ)

3月14日 (木) 9:00〜 交流ルーム 102 駿台予備学校⼊学説明会 ⼊場無料 駿台予備学校⽴川校
090-6133-3255(コイワイ)

3月14日 (木) 10:00〜
(開場　9:45)

交流ルーム 101 図書館で楽しむ子育てinかいぶら
り 第4回

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

3月14日 (木) 15:00〜 交流ルーム 104 2020新卒採⽤ 会社説明会 ⼊場無料 PHCメディコムネットワークス(株)
052-209-5650(サカモト・コバヤシ・
マツド)

3月15日 (⾦) 10:00〜
(開場　9:50)

交流ルーム 101 「最新の脳科学と⾏動パターン分
析学に基づいた子どもの才能発
⾒講座」

⼊場無料 (社)日本パーソナルコミュニケーション
協会(JPCA)
090-3068-7370(ヨシダ)

3月15日 (⾦) 14:00〜
(開場　13:30)

交流ルーム 101 富⼠観光開発(株)　2020年採
⽤新規学卒者向け企業説明会

⼊場無料 富⼠観光開発(株)
0555-72-1188(ワタナベ)

3月15日 (⾦) 10:00〜
(開場　9:30)

交流ルーム 102 (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）

3月15日 (⾦) 18:00〜 交流ルーム 103 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)

2 ページ



平成31年(2019年)

3月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

※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

3月16日 (土) 15:30〜
(開場　15:00)

多目的ホール おんがくかいぶらりⅡⅩ ⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館 企画振興担当
055-255-1040

3月16日 (土) 13:00〜
(開場　13:00)

交流ルーム 102 こころの健康教室 ⼊場無料 ⼭梨県⽴北病院
055-22-1621(ヨコモリ)

3月16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)

3月16日 (土) 13:00〜 交流ルーム 104 心のケアの専門職《精神対話⼠》
による ほっと！相談

⼊場無料 (⼀財)メンタルケア協会 ⼭梨事務所
0553-39-9807(ヤマグチ)

3月17日 (日) 10:00〜
(開場　9:30)

多目的ホール ことばのひろば ブラジルチャチャ
チャ！日本チャチャチャ！

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館 企画振興担当
055-255-1040

3月17日 (日) 14:00〜
(開場　13:30)

イベントスペース ⻄⾯ 第3回⼭梨未来共創会議 ⼊場料　500円 ⼭梨未来共創会議
0551-45-7450(オガサワラ)

3月17日 (日) 11:00〜
(開場　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)

3月17日 (日) 9:00〜 交流ルーム 102 駿台予備学校⼊学説明会 ⼊場無料 駿台予備学校⽴川校
042-527-5991(コイワイ）

3月17日 (日) 10:00〜 交流ルーム 103 子どものやる気を引き出す　質問
コーチング

参加費　500円 しつもん財団
055-263-8717(カサイ)

3月18日 (月) 10:30〜 イベントスペース
多目的ホール

やまなし合同JIBUN説明会(企
業編)

⼊場無料 (特非)⼤学コンソーシアムやまなし
055-244-6707(ヤマキ)

3月18日 (月) 9:00〜 交流ルーム 102 メンターカフェ ⼊場無料 おやラボ
090-6103-2646(カイ)

3月18日 (月) 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)

3月18日 (月) 13:30〜
(開場　13:00)

交流ルーム 202 会社説明会 ⼊場無料 (株)富⼠情報
042－643-6341(ホリウチ)

3月19日 (火) 13:00〜
(開場　12:30)

イベントスペース 2020年 看護師国試対策ガイダ
ンス講座

⼊場無料 (⼀社)⼭梨県⺠間病院協会
055-253-1311(ミツイ)

3月19日 (火) 13:00〜
(開場　12:30)

交流ルーム 103 会社説明会 ⼊場無料 (株)エスエスワイ
0555-22-2184(ハダ)

3月19日 (火) 19:00〜 交流ルーム 101 スクールエンジニアプロジェクト ⼊場無料 BRAVEFALCON
070-6484-4167(シオジマ)

3月20日 (水) 13:00〜 交流ルーム 102 相続・遺⾔・成年後⾒・空家・終
活無料相談会

⼊場無料 ⼭梨県相続成年後⾒協会
0120-193-874(ゴトウ)

3月21日 (木) 9:00〜 多目的ホール ピアカウンセリング公開セミナー ⼊場料　500円 障がい当事者会みのあか
090-6946-3851(ナカムラ)

3月21日 (木) 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)

3月21日 (木) 13:00〜 交流ルーム 104
202

芦澤絢名 7th Anniversary
Presents 音楽×写真
INSTGRAPH

⼊場料　2,000円 INSTGRAPH
instgraph@gmail.com(アシザワ)

3月22日 (⾦) 19:00〜
(開場 18:30)

多目的ホール Amazing Grace Singers
2019春のコンサート

⼊場無料 アメイジング・グレイス・シンガーズ事務
局
055-225-0434

3月22日 (⾦) 13:15〜
(開場　13:00)

交流ルーム 101 (株)ミクロスソフトウエア採⽤１次
選考会

⼊場無料 (株)ミクロスソフトウエア
044-813-7211(クマイ）
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日 程 会 場

交流施設イベントインフォメーション

3月22日 (⾦) 18:30〜 交流ルーム 101 地方でどう伸ばす！？企業の
Twitter活⽤術

⼊場無料 (株)BISCOM
055-287-9101(カトウ)

3月22日 (⾦) 13:30〜
(開場　13:00)

交流ルーム 102 (株)⼤成 会社説明会 ⼊場無料 (株)⼤成
055-971-9516(コトク)

3月23日 (土) 13:00〜 多目的ホール 研究例会 ⼊場料　500円 ⼭梨郷土研究会
055-263-6441(ハタ)

3月23日 (土) 13:00〜 交流ルーム 103
104

心のケアの専門職《精神対話⼠》
による ほっと！相談

⼊場無料 (⼀財)メンタルケア協会 ⼭梨事務所
0553-39-9807(ヤマグチ)

3月24日 (日) 14:00〜
(開場　13:40)

多目的ホール 歌声喫茶ともしびin甲府Part2 ⼊場料　1,500円 ともしび事務センター
03-6907-3801

3月24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)

3月24日 (日) 10:00〜 交流ルーム 104 人狼ゲーム ⼊場無料 ⼭梨人狼部
090-4393－7349(サトウ）

3月26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）

3月27日 (水) 16:00〜
(開場　15:30)

イベントスペース ⼤学・短期⼤学・専門学校 進学
相談会

⼊場無料 (株)さんぽう
03-3378-7113(タカハシ・コイケ)

3月27日 (水) 12:00〜 交流ルーム 102
104

春休み学校⾒学会・体験授業
コーナー

⼊場無料 (株)さんぽう
03-3378-7113(タカハシ)

3月27日 (水) 15:00〜 交流ルーム 102 相続・遺⾔・成年後⾒・空家・終
活無料相談会

⼊場無料 ⼭梨県相続成年後⾒協会
0120-193-874(ゴトウ)

3月27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)

3月27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)

3月27日 (水) 17:00〜 交流ルーム 202 相続・遺⾔・成年後⾒・空家・終
活無料相談会

⼊場無料 ⼭梨県相続成年後⾒協会
0120-193-874(ゴトウ)

3月28日 (木) 13:00〜 交流ルーム 202 パステル画講習会 ⼊場料　2,500円 090-5875-1878(カトウ)

3月28日 (木) イベントスペース ⻄⾯

3月31日 (日)

3月29日 (⾦) 10:00〜 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)

3月29日 (⾦) 13:30〜
(開場　13:00)

交流ルーム 202 会社説明会 ⼊場無料 (株)富⼠情報
042－643-6341(ホリウチ)

3月30日 (土) 13:00〜 イベントスペース 東⾯ 4〜10歳対象おみせやさんごっこ
(親子でお⾦の勉強会)

参加費 ⼀家族 1,000
円

⼭梨キッズマネースクール
090-2237-6019(ミサワ)

3月30日 (土) 18:20〜 イベントスペース 東⾯ 30代40代婚活イベント 参加費 男性 3,800円
          ⼥性 1,800円

(株)フォーチュン
055-269-6656(ヤマガタ)

3月30日 (土) 18:00〜
(開場　17:30)

多目的ホール MUJIN brass 3rd concert ⼊場料 ⼀般1,000円
   ⼤学生以下 500円

MUJIN brass
090-7264-6817(イチノセ)

3月30日 (土) 13:00〜 交流ルーム 101 茶話会 ⼊場無料 (⼀社)EAPやまなし
090-4450-1587(タムラ)

かな書作展 ⼊場無料 ⼭梨藍筍会
0556-22-5522(アキヤマ)

28日
13:00〜17:00
29日〜30日
9:00〜17:00
31日
9:00〜16:00

～～ ～～

4 ページ



平成31年(2019年)

3月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

※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

3月30日 (土) 13:00〜 交流ルーム 102 夢を叶えたい子のための質問講
座〈無料〉

⼊場無料 質問財団
055-263-8717(カサイ)

3月30日 (土) 13:00〜 交流ルーム 201 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)

3月31日 (日) 14:00〜
(開場　13:30)

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）

3月31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)

以上
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