
2019年

5月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

4月29日 (月) 交流ルーム 101

5月3日 (⾦)
5月1日 (水) ①13:00〜

②15:00〜
③17:00〜

多目的ホール リトルプラネット ⼊場料　1,000円 (一社)星つむぎの村
0551-88-9027(アトベ)

5月1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)

5月2日 (木) イベントスペース ⻄⾯
　　〜
5月5日 (日)

5月2日 (木) 多目的ホール
　　〜
5月3日 (⾦)

5月4日 (土) 10:00〜 イベントスペース 東⾯ イオンビッグ(株)会社説明会 ⼊場無料 イオンビッグ(株)
052-533-6810(ミズカワ)

5月5日 (日) 13:10〜
(開場　13:00)

多目的ホール こどもの日のための　腹話術＆パペット
ショー

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

5月5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)

5月5日 (日) 15:15〜 交流ルーム 103 HA甲府ミーティング ⼊場無料 HA
070-1323-2516(ウエダ)

5月6日 (月) 16:30〜
(開場　16:00)

多目的ホール チューバマンショー　甲府公演 ⼊場料　2,000円 音楽団ＧuessHouse
090-7240-8505(コバヤシ)

5月6日 (月) 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)

5月7日 (火) 9:00〜 交流ルーム 201 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)

5月7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(ヤバナ)

5月7日 (火) 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）

5月8日 (水) 13:30〜
(開場　13:00)

イベントスペース 楽しい体操 ⼊場無料 人生いきいき推進協議会
055-252-3473(サカイ)

5月9日 (木) 18:30〜
(開場　18:00)

イベントスペース Miraiプロジェクト⼊社説明会（学生
と企業のマッチングイベント）

⼊場無料 ⼭梨⼤学　地域未来創造センター
055-220-8450(サノ)

5月9日 (木) 14:00〜 交流ルーム 102 パステル画講習会 ⼊場料　2,500円 090-5875-1878(カトウ)

5月10日 (⾦) 19:00〜
(開場  18:30)

多目的ホール 平井千絵フォルテピアノ演奏会
(全2回シリーズ)Vol.1バッハ・ハ
イドン・モーツァルトと隠れた名作
曲家たち

【前売券】
一般   　3,000円
学生　   2,000円
【当日券】
一般　   4,000円
学生   　3,000円

ナーブル音楽企画
055-288-9177

5月11日 (土) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール ⼭梨県品質工学研究会 ⼊場無料 090-4969-9918(ハルナ)

5月11日 (土) 13:30〜
(開場　13:15)

交流ルーム 101 アイ・ティー・エックス(株)　会社説
明会

⼊場無料 アイ・ティー・エックス(株)
050-3116-2985(スズキ）

2日〜4日
9:00〜21:00
5日
9:00〜17:00

フォトステッチ・「写真刺繍」の世
界とNew Kofu City写真展

⼊場無料 090-3048-2073(アオヤギ)

両日ともに
17:00〜

赤ずきんくん/銀河鉄道の夜 【前売券】
一般        2,500円
高校生以下  500円
【当日券】  3,000円
※⼩学生以下、未就学児無料
(保護者の方同伴のみ)

朗読楽団おとぎ日和
otogibiyori@gmail.com

※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

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)

　　〜

交流施設イベントインフォメーション
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5月11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)

5月12日 (日) 15:00〜
(開場　14:30)

多目的ホール おんがくかいぶらり21「宮崎　仁＆パー
カッションパラダイス」

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

5月12日 (日) 13:00〜 交流ルーム 103 第32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)

5月14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)

5月14日 (火) 18:30〜
(開場　18:00)

交流ルーム 102 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)

5月14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(ヤバナ)

5月15日 (水) 10:00〜 交流ルーム 103 キッズコーチング体験 参加費　3,000円 キッズコーチング協会
055-263-8717(カサイ)

5月15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)

5月15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「今、私が気になる本」

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館ボイスルーム
info@voiceroom1995.com

5月16日 (木) 10:00〜
(開場　9:30)

交流ルーム 202 (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）

5月17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）

5月17日 (⾦) 13:30〜
(開場　13:15)

交流ルーム 101 アイ・ティー・エックス(株)　会社説
明会

⼊場無料 アイ・ティー・エックス(株)
050-3116-2985(スズキ）

5月18日 (土) 12:20〜
(開場　12:00)

交流ルーム 101 婚活イベント ⼊場料　男性5,500円
　　　 　　⼥性1,000円

(株)フォーチュン
055-269-6656（ヤマガタ）

5月18日 (土) 10:00〜
(開場　9:30)

交流ルーム 102 こころ美人講座 参加費　500円 生⻑の家⼭梨教区⻘年会
090-6256-5446(マツオ)

5月18日 (土) 12:00〜 交流ルーム 202 朝日奨学制度説明会 ⼊場無料 朝日奨学会
03-3544-1658(ウチカワ)

5月19日 (日) 10:00〜 図書館正⾯口 ⼭梨すごいよ！シリーズ①
染付を体験しよう！〜マーブリング柄
のハンカチを作ろう〜

参加費　500円 ⼭梨県⽴図書館 指定管理者
055-255-1041

5月19日 (日) 13:25〜
(開場　13:15)

多目的ホール 第21回社会適応訓練講習会 ⼊場無料 ⼭梨県視覚障害を考える会
090-4066-6193(カモ）

5月19日 (日) 13:30〜
(開場　13:00)

交流ルーム 101 かいぶらり健康フォーラム
（令和1年度第１回「がんフォー
ラム」）

⼊場無料 NPO法人がんフォーラム⼭梨
055-252-7687(ワカオ)

5月19日 (日) 10:00〜 交流ルーム 104 ⾃由参加型 人狼ゲーム会 ⼊場無料 ⼭梨県 ⼩祭り 人狼会
090-4393-7349(サトウ）

5月20日 (月) 9:30〜 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)

5月21日 (火) 10:00〜
(開場　9:30)

イベントスペース ⻄⾯ ベルマーク運動説明会 ⼊場無料 (公財)ベルマーク教育助成財団
03-5148-7255(モリシマ)

5月21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(ヤバナ)

5月21日 (火) イベントスペース ⻄⾯
　　〜
5月24日 (⾦)

21日
15:00〜21:00
22日〜23日
9:00〜21:00
24日
9:00〜15:00

消費者月間PRイベント ⼊場無料 ⼭梨県消費生活安全課
055-223-1352(フカサワ)

指定管理者

主催事業
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5月22日 (水) 10:00〜 交流ルーム 201 キッズコーチング体験 参加費　3,000円 キッズコーチング協会
055-263-8717(カサイ)

5月22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)

5月22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)

5月23日 (木) 10:00〜 交流ルーム 103 フラワーリトミック ⼊場料　500円 フラワーリトミック
090-4002-0089(オノ)

5月23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)

5月24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)

5月24日 (⾦) 9:30〜 交流ルーム 202 (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）

5月25日 (土) 9:00〜 イベントスペース 東⾯ スクラッチデザイン⼭梨 ⼊場無料 NPO法人⼭梨情報通信研究所
090-1047-2780(イワサキ)

5月25日 (土) 14:00〜
(開場　13:30)

イベントスペース ⻄⾯ ASDの人のコミュニケーション支援 ⼊場料　2,000円 TEACCHプログラム研究会⼭梨支部
080-6936-2120(ナカイ)

5月25日 (土) 13:00〜 多目的ホール けやき会 ⼊場無料 (株)けやき総合管理
055-231-5477(ハヤシ)

5月25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)

5月25日 (土) 9:00〜 交流ルーム 104 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090-3068-7370(ヨシダ)

5月26日 (日) 12:30〜
(開場　12:00)

イベントスペース ⻄⾯ 賢い家づくり勉強会 ⼊場無料 (有)エンドウ工務店
055-284-8080(クボタ)

5月26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)

5月26日 (日) 10:00〜
(開場　9:30)

交流ルーム 104 ことばのひろば①「イタリアチャチャ
チャ！日本チャチャチャ！」

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

5月28日 (火) 14:00〜
(開場　13:30)

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

5月28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(ヤバナ)

5月29日 (水) 16:30〜
(開場　16:00)

交流ルーム 101 第１回高校生談話室 ⼊場無料 ⼭梨英和⼤学
055-223-6022(スエキ)

5月29日 (水) 10:00〜 交流ルーム 103 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)

5月30日 (木) イベントスペース 東⾯

　　〜
6月2日 (日)

5月30日 (木) イベントスペース ⻄⾯

　　〜
6月5日 (水)

5月31日 (⾦) 9:00〜 交流ルーム 102 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
090-3068-7370(ヨシダ)

5月31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)

以上

30日〜1日
10:00〜17:00
2日
10:00〜16:00

第11回季節のさつきと盆栽と⼭
野草展

⼊場無料 (一社）日本盆栽協会甲府支部
090-3242-3580（エサカ）

30日
13:00〜17:00
1日〜4日
9:00〜17:00
5日
9:00〜15:00

植彩画展示会 ⼊場無料 植彩画倶楽部「森の精」
090-7816-0752(カネコ)
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