
 2019年

8月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

8月1日 (木) 1日
14:00〜17:00

イベントスペース ⻄⾯ 2019平和を願う⼭梨戦争展 ⼊場無料 ⼭梨平和ミュージアム
055-235-5659

〜 2日〜5日
10:00〜17:00

8/5(月) 多目的ホール
13:30〜 講演

8月6日 (火) 6日
10:00〜16:00

15:00〜映画上映
⼊場料 500円

8月1日 (木) ①10:30〜
②13:00〜

交流ルーム 102 公文書写講座 ⼊場無料 公文エルアイエル
03-6836-0117(ノブオカ)

8月2日 (⾦) 13:00〜
(開場 12:30)

多目的ホール 2020年卒採⽤戦線報告会 ⼊場無料 (株)マイナビ
055-236-1630(ヤマモト)

8月2日 (⾦) 9:00〜 交流ルーム 104 無料相続相談 ⼊場無料 ⼤木⾏政書⼠事務所
090-5416-7227(オオキ)

8月2日 (⾦) 12:00〜 交流ルーム 101 プログラミング体験 ⼊場無料 055-224-1616(シノハラ)

8月3日 (土) 13:00〜 イベントスペース 東⾯ 記念法律相談会！ ⼊場無料 ⼭梨県司法書⼠会
055-253-6900

8月3日 (土) 10:00〜
(開場 9:30)

イベントスペース 東⾯ ⾹葉村真由美先⽣ ⼭梨講演
会

⼊場料　2,000円 090-5322-7978(ワタナベ)

8月3日 (土) 10:00〜
(開場 9:30)

交流ルーム 104 かいぶらりいろどりものがたり おは
なし会

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

8月3日 (土) 13:00〜
(開場 12:30)

交流ルーム 102 医学アカデミー理学療法学科 学
校説明会

⼊場無料 専門学校医学アカデミー理学療法学科
049-245-6853(スズキ)

8月3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)

8月4日 (日) 9:00〜 多目的ホール 夏の朗読教室 ⼊場無料 やまなし県⺠文化祭朗読部門
055-252-2784(ナガタ)

8月4日 (日) 10:00〜
(開場 9:45)

13:00〜
(開場 12:45)

交流ルーム 101 夏休みイベント！4〜10歳対象
キッズマネースクール「おみせやさ
んごっこ」

公的年⾦に限界!?【緊急企画】
30代40代必⾒！⼥性のための
"知ってトクする"マネーセミナー

参加費　1,000円(一家
族)

参加費　1,000円

ライフエイド/⼭梨キッズマネースクールしん
げん校
info@fp-lifeaid.com
090-2237-6019(ミサワ)

8月4日 (日) 13:00〜 交流ルーム 104 子ども向け 魔法のしつもん講座 ⼊場無料 質問財団
055-263-8717(カサイ)

8月4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)

8月6日 (火) 9:30〜
(開場　9:20)

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
090-4939-1781(ミウラ)

8月6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)
055-268-5314(ヤバナ)

8月7日 (水) 13:00〜
(開場 12:30)

イベントスペース 東⾯ インテリアコーディネーターになろう！
ケーキ箱で作る素敵空間

⼊場無料 ⼭梨県インテリアコーディネーター協会
090-2627-3629(イイヅカ)

8月7日 (水) 10:30〜
(開場 10:15)

交流ルーム 101 公的年⾦に限界!?【緊急企画】
30代40代必⾒！⼥性のための
"知ってトクする"マネーセミナー

参加費　1,000円 ライフエイド/⼭梨キッズマネースクールしん
げん校
info@fp-lifeaid.com
090-2237-6019(ミサワ)

8月7日 (水) 13:00〜 交流ルーム 104 ウクレレ教室 参加費　3,000円/月 カフア ウクレレ教室
090-1461-5726(ミツイ)

※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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8月8日 (木) 8日〜9日
9:00〜18:00

イベントスペース ⻄⾯ 甲府YWCAピースフェスタ
2019ー平和の実現にむけてー

⼊場無料 甲府YWCA
055-252-0347(ヒライシ)

〜 10日
9:00〜16:00

8/8(木) 多目的ホール
14:00〜

8月10日 (土) 歌語り「広島〜すずめ〜あ
の日からずっとひとりじゃけぇ」

8月8日 (木) 8日
12:00〜20:00

イベントスペース 東⾯ 星光書道展 ⼊場無料 星光師範会
090-8722-8915(シミズ)

〜 9日
9:00〜20:00

8月12日 (月) 10日〜11日
9:00〜17:00
12日
9:00〜15:00

8月8日 (木) 9:00〜 交流ルーム 101 プリムラスクール〜美肌レッスン、
簡単メイクレッスン〜

⼊場無料 アルソア本社(株)
090-4019-2601(アメミヤ)

8月8日 (木) 13:30〜
(開場　13:15)

交流ルーム 201 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）

8月10日 (土) 10:30〜
(開場 10:00)

多目的ホール かたりとみっく®教室 5周年記念 絵
本だいすきコンサート

⼊場無料 かたりとみっく教室
090-4939-1781(ミウラ)

8月10日 (土) 14:00〜
(開場　13:30)

多目的ホール Kofu Toastmasters
Meeting

⼊場無料 080-9455-5845(カワノ)

8月11日 (日) 10:00〜16:30 イベントスペース ⻄⾯ ⼭梨県⽴図書館指定管理者⾃
主事業 ライブラリゾート

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1041

〜 ミニ四駆を走らせよう！ 8/11 STARBUCKS
名前⼊りブックカバーワーク
ショップ&コーヒーテイスティン
グ①11:00〜12:00
②14:00〜15:00

8月12日 (月) 8/12 消しゴムハンコでオリ
ジナルバッグを作ろう！
参加費 \500
10:00〜16:30

8月11日 (日) 14:00〜
(開場　13:30)

多目的ホール シネマかいぶらり夏休み子ども上映会
「ムーミン谷とウィンターワンダーランド」

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

8月11日 (日) 13:30〜 交流ルーム 101 つくって遊ぼう なつやすみものづくり
ワークショップ

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館協⼒会事務局
055-255-1040

8月11日 (日) 13:00〜 交流ルーム 201 第33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)8月11日 (日) 13:00〜 交流ルーム 202 短歌歌評会 ⼊場無料 みぎわ短歌会
055-276-9810(サワイ)

8月12日 (月) 13:00〜 交流ルーム 101 無外流居合稽古会 ⼊場無料 ⼭梨無外流居合同好会
080-4365-6512(タケダ)

8月14日 (水) 11:30〜
17:00〜

イベントスペース
多目的ホール

東方甲州祭・第15幕(東方
project作品の同人イベント、コ
スプレ、ライブ)

⼊場料　700円 アニメ倶楽部甲府
070-6454-5398

8月16日 (⾦) 16日
14:00〜18:00

イベントスペース 第9回徽墨ジャーナル誌友展 ⼊場無料 徽墨ジャーナル事務所
055-227-9901

〜 17日
9:00〜18:00

8月18日 (日) 18日
9:00〜17:00

指定管理者

主催事業
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8月16日 (⾦) 9:00〜 交流ルーム 103 無料相続相談 ⼊場無料 ⼤木⾏政書⼠事務所
090-5416-7227(オオキ)

8月17日 (土) ①10:00〜
(開場　9:45)
②13:00〜
(開場　12:45)

交流ルーム 201 ITパスポート試験・基本情報技術者
試験対策講座

⼊場無料 090-7842-6535(サトウ)

8月17日 (土) 10:30〜 多目的ホール 放送⼤学公開講座「英語のリス
ニング技能について考える」

⼊場無料 放送⼤学⼭梨学習センター
055-251-2238(ヒライデ)

8月17日 (土) 18:00〜
(開場　17:30)

多目的ホール Jゴスペルコンサート こころ みちて
ゆく よろこび

⼊場無料 甲府ゴスペルクラブ事務局
090-6190-4386(シミズ)

8月17日 (土) 10:00〜 交流ルーム 102 ゲームイングリッシュ ランゲージス
クール

⼊場無料 m-house(有)ミュージック・ハウス石川
090-1508-6459(イシカワ)

8月17日 (土) 10:30〜
(開場 10:15)

交流ルーム 101 公的年⾦に限界!?【緊急企画】
30代40代必⾒！⼥性のための
"知ってトクする"マネーセミナー

参加費　1,000円 ライフエイド/⼭梨キッズマネースクールしん
げん校
info@fp-lifeaid.com
090-2237-6019(ミサワ)

8月17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)

8月17日 (土) 17:00〜 交流ルーム 103 「令和に伝えるもの 令和から⽣ま
れるもの」－サガノユウキ ”うたお
こし”ライブー

⼊場無料 あまぼららぼ
080-8478-8605

8月18日 (日) 10:00〜
(開場 9:45)

交流ルーム 101 夏休みイベント！4〜10歳対象
キッズマネースクール「おみせやさ
んごっこ」

参加費　1,000円(一家
族)

ライフエイド/⼭梨キッズマネースクールしん
げん校
info@fp-lifeaid.com
090-2237-6019(ミサワ)

8月18日 (日) 10:00〜
(開場　9:30)

交流ルーム 201 (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)

8月18日 (日) 13:00〜 交流ルーム 201 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)

8月20日 (火) 13:30〜 イベントスペース 東⾯ 夏休み親子セミナー 学校では教
えてくれない「お⾦」のこと

⼊場無料 ⼭梨中央銀⾏ 湯村⽀店
055-252-3428(シミズ・オタギリ)

8月20日 (火) 9:00〜 交流ルーム 104 無料相続相談 ⼊場無料 ⼤木⾏政書⼠事務所
090-5416-7227(オオキ)

8月20日 (火) ①10:15〜
(開場　9:45)
②13:45〜
(開場　13:15)

交流ルーム 101 夏休み工作体験教室 ⼊場無料 (株)オーテックエレクトロニクス 夏休み工
作体験教室運営委員会
055-280-5252

8月20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)
055-268-5314(ヤバナ)

8月20日 (火) 13:00〜 交流ルーム 201 遺⾔・相続の無料相談会 ⼊場無料 (⾏)相続ふれあい相談室
0120-13-7835(ヒラマツ)

8月20日 (火) 14:00〜
(開場　13:30)

交流ルーム 102 ⼭梨⺠医連⾼校⽣
WorkShop2019 医師と⾼校⽣が
つくるCaseConference

⼊場無料 ⼭梨県⺠主医療機関連合会
055-274-3825(ヒラサワ)

8月21日 (水) 13:30〜
(開場　13:00)

イベントスペース 東京海上日動火災保険(株)
人事労務セミナー

⼊場無料 東京海上日動火災保険(株)
055-237-7680(エンヤ)

8月21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)

8月21日 (水) 18:00〜 交流ルーム 102 コウフシンボル500制作委員会 ⼊場無料 090-8220-3898(イノウ)

8月22日 (木) ①10:30〜
②14:00〜

多目的ホール 映画上映・講座 参加費　500円 親らん聖人に学ぶ会
090-3522-7505(フカサワ)

8月22日 (木) 9:00〜 交流ルーム 103 無料相続相談 ⼊場無料 ⼤木⾏政書⼠事務所
090-5416-7227(オオキ)
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8月22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)

8月23日 (⾦) 18:00〜 交流ルーム 103 甲州無料塾ココロ ⼊場無料 090-4601-9859(ニシダ)

8月24日 (土) 14:30〜
(開場　14:00)

多目的ホール 第6回龍⼭会尺⼋演奏会 ⼊場無料 龍⼭会
055-287-8420(イワマ)

8月25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)

8月25日 (日) 13:00〜 交流ルーム 102 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）

8月26日 (月) 18:30〜
(開場　18:00)

交流ルーム 102 令和元年　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)

8月27日 (火) 27日
12:00〜17:00

イベントスペース ⾼書展(⼭梨県⾼等学校書道
連盟展)

⼊場無料 県⽴都留興譲館⾼等学校
0554-43-2101(シミズ)

〜 28日
9:00〜17:00

8月29日 (木) 29日
9:00〜15:00

8月27日 (火) 9:00〜 交流ルーム 201 キャンドル教室 参加費　4,000円 howarito candle
080-6637-9115(ワシヤマ)

8月27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)
055-268-5314(ヤバナ)

8月27日 (火) 13:00〜
(開場 12:30）

交流ルーム 202 (株)エスエスワイ　会社説明会 ⼊場無料 (株)エスエスワイ
0555-22-2184(ハダ)

8月28日 (水) 19:00〜 多目的ホール 玄太啐啄塾 参加費　10,000円 080-5491-7169(カミヤマ)

8月28日 (水) 13:00〜 交流ルーム 104 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）

8月29日 (木) ①10:30〜
②14:00〜

交流ルーム 102 フラワーアレンジメント 参加費　4,400円 ORANGE ROSE
080-5430-6331(ナトリ)

8月29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)

8月30日 (⾦) 9:00〜 交流ルーム 104 無料相続相談 ⼊場無料 ⼤木⾏政書⼠事務所
090-5416-7227(オオキ)

8月30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)

8月30日 (⾦) 18:00〜 交流ルーム 201 甲州無料塾ココロ ⼊場無料 090-4601-9859(ニシダ)

8月31日 (土) 9:00〜 イベントスペース 公開講座 ⼊場無料 甲斐うつとリワーク連絡会
090-8747-8693(ヤマモト)

8月31日 (土) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール 日本授業UD学会⼭梨⽀部学
習会

参加費　2,000円 (一社)日本授業UD学会⼭梨⽀部
ud.yamanashi@gmail.com

8月31日 (土) 10:00〜
(開場　9:30)

交流ルーム 201 (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)

8月31日 (土) 10:00〜 交流ルーム 202 ゲームイングリッシュ ランゲージス
クール

⼊場無料 m-house(有)ミュージック・ハウス石川
090-1508-6459(イシカワ)

8月31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)

以上
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