
2019年

4月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

4月3日 (水) 13:00〜 交流ルーム 101 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)

4月3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)

4月5日 (⾦) 9:00〜 交流ルーム 101 ハンドセラピスト養成講座 受講料　38,000円 日本ヒーリングハンドケア協会
090-6112-2371(イチカワ)

4月5日 (⾦) 12:00〜 交流ルーム 103 カメリア3rd ⼊場無料 カメリア3rd
080-4468-1410(モモセ)

4月5日 (⾦) 18:00〜 交流ルーム 201 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)

4月6日 (土) 9:30〜 交流ルーム 103 ⼭梨朝祷会 ⼊場無料 ⼭梨朝祷会
03-6698-3319(ノムラ)

4月7日 (日) 17:00〜
(開場　16:30)

多目的ホール vol.15有泉芳史チェロリサイタル
〜こんなアートな愉しみ⽅〜

⼊場料　⼀般 4,500円
           学生 2,500円

Yscomfort
090-9810-3385

4月7日 (日) 10:00〜 交流ルーム 101 マネースクール101セミナー ⼊場無料 マネースクール101事務局
0120-434-336

4月7日 (日) 10:00〜 交流ルーム 104 人狼ゲーム ⼊場無料 ⼭梨人狼部
090-1738-4946(フカサワ）

4月7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)

4月9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)

4月9日 (火) 10:00〜 交流ルーム 101 マネースクール101セミナー ⼊場無料 マネースクール101事務局
0120-434-336

4月9日 (火) 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）

4月9日 (火) 13:00〜 交流ルーム 103 日総工産(株)　面接会 ⼊場無料 日総工産(株)
055-268-5314(クマガヤ)

4月10日 (水) イベントスペース

4月12日 (⾦)

4月10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)

4月10日 (水) 13:00〜 交流ルーム 101 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)

4月10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)

4月10日 (水) 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)

4月11日 (木) 10:00〜 交流ルーム 103 リトピュア　リトミック ⼊場料　500円 リトピュア　リトミック
090-4002-0089(オノ)

4月11日 (木) 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）

4月11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)

4月12日 (⾦) 10:00〜 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)

※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

10日
13:00〜19:00
11日
9:00〜19:00
12日
9:00〜15:00

作品展 ⼊場無料 (株)ツクイ やさしい手甲府
090-9394-8002(ホシノ)

交流施設イベントインフォメーション

～～ ～～
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4月12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)

4月12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)

4月12日 (⾦) 18:00〜 交流ルーム 201 甲府⼼理臨床研究室 ⼼理学セ
ミナー

⼊場無料 甲府⼼理臨床研究室
055-298-6531(ゴミ)

4月13日 (土) 11:00〜 多目的ホール ベビーカーコンサート ⼊場料　500円 甲府21ワイズメンズクラブ
090-9326-8663(ノノガキ)

4月13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)

4月13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)

4月13日 (土) 16:00〜 交流ルーム 201 ⼼屋塾オープンカウンセリング ⼊場無料 ⼼屋認定カウンセラー
090-5393-9793(フカサワ)

4月14日 (日) 9:30〜 多目的ホール 第38回 ⼭梨⾎液浄化看護勉
強会

参加費　1,000円 ⼭梨⾎液浄化看護勉強会/中外製
薬(株)
090-5218-0180(エンドウ)

4月14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)

4月14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)

4月14日 (日) 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)

4月14日 (日) 13:00〜 交流ルーム 202 第31回 全国ギャンブル依存症
家族の会 ⼭梨

参加費　1,000円 全国ギャンブル依存症家族の会 ⼭梨
090-9143-0401(モチヅキ)

4月14日 (日) 17:00〜 交流ルーム 103 ⼼屋流ここふわセミナー(⼼がふわぁっ
と軽くなるセミナー)

参加費　3,000円 ⼼屋認定カウンセラー
090-5393-9793(フカサワ)

4月15日 (月) ①13:00〜
(開場 12:30）
②19:00〜
(開場 18:30）

多目的ホール 開設30周年記念 ⼭梨芸術家
協会フェスティバル

⼊場無料 ⼭梨県芸術家協会
090-3430-5646(セチワ)

4月15日 (月) 9:00〜 交流ルーム 101 メンターカフェ ⼊場無料 おやラボ
055-221-1233(カイ)

4月15日 (月) 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）

4月15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)

4月16日 (火) 交流ルーム 104

4月21日 (日)

4月16日 (火) 13:00〜
(開場　12:30)

交流ルーム 102 会社説明会 ⼊場無料 (株)エスエスワイ
0555-22-2184(ハダ)

4月16日 (火) 13:00〜 交流ルーム 202 日総工産(株)　面接会 ⼊場無料 日総工産(株)
055-268-5314(クマガヤ)

16日
13:00〜17:00
17日〜20日
10:00〜17:00
21日
10:00〜16:30

彫紙アート仲間展 ⼊場無料 (⼀社)彫紙アート協会
048-959-9584
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4月17日 (水) 13:00〜 交流ルーム 101 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)

4月17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)

4月17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)

4月18日 (木) 10:00〜 交流ルーム 202 マザーズコーチング ベーシック 参加費　7,560円 マザーズコーチングスクール
055-263-8717(カサイ)

4月19日 (⾦) 18:00〜 交流ルーム 201 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)

4月20日 (土) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール オープンキャンパス ⼊場無料 健康科学大学
0555-83-5240(サイトウ)

4月20日 (土) 10:00〜 交流ルーム 201 野澤仁 六星占術占い教室 ⼊場無料 ノザワ

4月21日 (日) 11:30〜
17:00〜

イベントスペース
多目的ホール

東⽅甲州祭・第14幕 ⼊場料　6,700円 アニメ倶楽部甲府
080-9712-3427(ハヤシ)

4月21日 (日) 9:00〜 交流ルーム 103 スキルアップ講座(パペット合唱団) 参加費　500円 ⼭梨腹話術研究会
055-253-1547(ヤザキ)

4月23日 (火) 13:30〜
(開場　13:00)

交流ルーム 101 会社説明会 ⼊場無料 (株)富士情報
042－643-6341(ホリウチ)

4月23日 (火) 13:00〜 交流ルーム 103 日総工産(株)　面接会 ⼊場無料 日総工産(株)
055-268-5314(クマガヤ)

4月24日 (水) 16:00〜
(開場　15:45)

イベントスペース
多目的ホール

大学⼊試・⼊学説明会/専門学
校進路相談会 甲府会場

⼊場無料 (株)ライセンスアカデミー
03-5925-6228(イクシマ)

4月24日 (水) 14:00〜
(開場　13:30)

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）

4月24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)

4月25日 (木) 16:30〜
(開場　16:10)

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)

4月25日 (木) 10:00〜 交流ルーム 104 フラワーリトミック 参加費　500円 フラワーリトミック
090-4002-0089(オノ)

4月25日 (木) 10:00〜 交流ルーム 202 マザーズコーチング ベーシック 参加費　7,560円 マザーズコーチングスクール
055-263-8717(カサイ)

4月25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)

4月26日 (⾦) イベントスペース

4月29日 (月)

4月26日 (⾦) 10:00〜 交流ルーム 102 今、必要なこと。⽼後の安⼼ ⼊場無料 協同組合 ⼭梨県FPセンター
055-221-8868(ヤマダ)

4月26日 (⾦) 18:00〜 交流ルーム 102 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)

4月27日 (土) 17:30〜
(開場　17:00)

多目的ホール lipless Concert ⼊場料　500円 lipless
080-5477-9666(イシハラ)

26日
13:00〜17:00
27日〜28日
10:00〜17:00
29日
10:00〜16:00

第25回 静雲書道会会員展 ⼊場無料 静雲書道会
090-3095-0516(アメミヤ)

～～ ～～
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交流施設イベントインフォメーション

4月27日 (土) 13:00〜 交流ルーム 102 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)

4月27日 (土) 14:00〜 交流ルーム 101 万葉集講座 ⼊場無料 甲府万葉を歩く会
055-252-2258(サエグサ）

4月28日 (日) 交流ルーム 101

5月3日 (⾦)
4月28日 (日) 9:30〜 多目的ホール 古楽フェスティヴァル<⼭梨> ⼊場無料 古楽フェスティヴァル<⼭梨>実⾏委

員会
045-421-0502(アラカワ)

4月28日 (日) 11:00〜
(開場　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)

4月30日 (火) 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）

以上

9:00〜21:00 日本画家 笹本正明とコスモスの
会 絵画展

⼊場無料 090-4724-3146(ササモト)

～～ ～～
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