
2019年

9月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

9月1日 (日) ①13:45〜
(開場 13:30)
②16:15〜
(開場 16:00)
③18:45〜
(開場 18:30)

イベントスペース 東面 恋活・婚活イベント 参加費 男性 5,500円
　　　　　⼥性 1,000円

フォーチュンブライダル
055-269-6656(フジサワ）

9月1日 (日) 14:00〜
(開場 13:30)

多目的ホール 岩井牧子オカリーナリサイタル 参加費 1,500円
(当日 2,000円)
⾼校⽣以下無料(要整
理券)

090-2301-3542(イワイ)

9月1日 (日) 16:00〜 交流ルーム 103 HA甲府ミーティング ⼊場無料 ひきこもりアノニマス(HA)
070-1323-2516(ウエダ)

9月2日 (月) ①14:00〜
(開場 13:30)
②18:30〜
(開場 18:00)

多目的ホール 第一回完全ネタ下ろし、 こうふ開
府500年記念 創作落語会

参加費 500円 こうふ開府500年記念創作落語会実⾏
委員会
055-225-5848

9月3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)

9月3日 (火) 11:00〜 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)

9月4日 (水) 13:00〜 交流ルーム 201 パステル画講習会 参加費　2,500円 090-5875-1878(カトウ)

9月4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)

9月5日 (⽊) ①10:30〜
②14:00〜

交流ルーム 101 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)

9月5日 (⽊) 13:30〜
(開場 13:00)

交流ルーム 104 芳晴と歌おう 参加費　1,000円
　(介護の方は500円)

Y＆S Records
090-2643-6043(ヨシハル)

9月6日 (⾦) 18:00〜
(開場 17:30)

イベントスペース あっちこっちdeボッチャ　⼭梨県予
選

⼊場無料 東京海上日動火災保険(株)
055-237-7680(トオタニ)

9月6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)

9月6日 (⾦) 10:00〜 交流ルーム 201 ウォーキングレッスン 参加費  1,500円
　

090-6109-6278(ササキ)

9月6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)

9月7日 (土) 14:00〜
(開場 13:30)

イベントスペース 東面 Kofu　Toastmasters
Meeting

⼊場無料 甲府トーストマスターズ
080-9455-5845(カワノ)

9月7日 (土) 14:00〜
(開場 13:30)

多目的ホール 甲陵⾼校 学校説明会 ⼊場無料 甲陵⾼等学校
0551-32-3050(オギハラ)

9月8日 (日) 13:00〜 イベントスペース ガールズサイエンスcafé＠⼭梨 ⼊場無料 (⼤)⼭梨⼤学　男⼥共同参画推進室
055-220-8350

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

交流ルーム 202 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)

9月8日 (日) 13:00〜 交流ルーム 103 第36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)

9月8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)

※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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日 程 会 場

交流施設イベントインフォメーション

9月8日 (日) 14:00〜
(開場 13:30)

交流ルーム 101 外国語の絵本読み聞かせ ⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

9月8日 (日) 19:00〜
(開場 18:30)

交流ルーム 104 あまぼららぼ&サガノユウキ
presentsうたおこし-令和に伝え
るもの、令和から⽣まれるものー

⼊場無料 あまぼららぼ
080-8478-8605(マツオ)

9月10日 (火) 10:00〜
(開場 9:50)

イベントスペース 東面 美肌塾in甲府　vol.2 ⼊場無料 (株)ヒロコーポレーション
055-227-0651

9月10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)

9月11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)

9月12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2回

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館企画振興担当
055-255-1040

9月12日 (⽊) 10:00〜 交流ルーム 103 マザーズコーチング 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)

9月12日 (⽊) 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)

9月12日 (⽊) 14:00〜 交流ルーム 101 やまなし読書活動促進事業 作
業部会

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

9月13日 (⾦) 10:00〜
(開場 9:50)

交流ルーム 101 「子どもの才能発⾒講座」 参加費 ⼤人 500円 (社)日本パーソナルコミュニケーション
協会 ⼭梨わくわく子育て診断⼠会
090-3068-7370(ヨシダ)

9月13日 (⾦) 10:00〜 交流ルーム 103 銭娜二胡教室 参加費  5,940円
　

銭娜二胡教室
080-3278-6013(ソン)

9月13日 (⾦) 13:00〜 交流ルーム 101 ⼭梨品質⼯学研究会例会 ⼊場無料 ⼭梨県品質⼯学研究会
055-266-5432(ハルナ)

9月13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)

9月14日 (土) 15:00〜
(開場 14:30)

多目的ホール おんがくかいぶらり24 鍵盤ハーモニ
カ リコーダー ギターによるアンサン
ブル

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館 企画振興担当
055-255-1040

9月14日 (土) 9:00〜 交流ルーム 202 野澤仁 六星占術占い教室 ⼊場無料 080-7300-1777(ノザワ)

9月14日 (土) 10:00〜
(開場 9:30)

交流ルーム 102 講座 参加費 500円 NPO法人マンマメルカート
080-1206-0104(ヤマモト)

9月14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)

9月15日 (日) 14:00〜
(開場 13:30)

多目的ホール 落語・ぶんがく亭 in 県⽴図書館
三遊亭白鳥の新作のココロなのだ3

参加費  3,000円
 (当日券300円増)
　

⼭梨県⽴図書館 指定管理者
055-255-1041

9月16日 (月) 10:00〜
(開場 9:30)

交流ルーム 102 こころ美人講座ー防災ワークショッ
プー

参加費 500円 ⽣⻑の家⼭梨教区⻘年会
090-1832-0677(カキモト)

9月18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)

9月18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)

⼊場無料 アトリエソレイユ
090-4388-6466(ナイトウ)

指定管理者

主催事業
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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

9月19日 (⽊) ①19:00〜
②15:00〜

交流ルーム 104
202

「なぜ⽣きる」お釈迦さまと親鸞聖
人に学ぶ

⼊場無料 親鸞聖人に学ぶ会
090-3522-7505(フカサワ)

9月20日 (⾦) 10:00〜
(開場 9:50)

交流ルーム 101 「子どもの才能発⾒講座」 参加費 ⼤人 500円 (社)日本パーソナルコミュニケーション
協会 ⼭梨わくわく子育て診断⼠会
090-3068-7370(ヨシダ)

9月20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)

9月20日 (⾦) 10:00〜 交流ルーム 201 ウォーキングレッスン 参加費  1,500円
　

090-6109-6278(ササキ)

9月20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)

9月22日 (日) 22日
10:00〜

イベントスペース ⻄面 ⼭梨ベーコンフェスティバル ⼊場無料 NPOヤングプロフェッショナルコネクションジャ
パン
055-287-9963(フジワラ)

〜 23日
9月23日 (月) 10:00〜 イベントスペース

9月22日 (日) ①10:00〜
(受付　9:45)
②11:15〜
(受付 11:00)

多目的ホール 図書館で体幹トレーニング
第1部 <引き締める>体幹トレーニン
グ
第2部<筋肉を鍛える>体幹トレーニ
ング

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館 指定管理者
055-255-1041

9月25日 (水) 9:00〜
15:00〜

交流ルーム 104
103

銭娜二胡教室 参加費  5,940円
　

銭娜二胡教室
080-3278-6013(ソン)

9月25日 (水) 16:30〜
(開場 16:00)

交流ルーム 101 第4回⾼校⽣談話室 ⼊場無料 ⼭梨英和⼤学 ⼊試・広報部
055-223-6022

9月26日 (⽊) 14:00〜
(開場 13:30)

多目的ホール アニメ上映会 ⼊場無料 親らん聖人に学ぶ会
090-3522-7505(フカサワ)

9月26日 (⽊) 10:00〜 交流ルーム 103 マザーズコーチング 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)

9月26日 (⽊) 13:00〜 交流ルーム 202 パステル画講習会 参加費　2,500円 090-5875-1878(カトウ)

9月27日 (⾦) 19:00〜
(開場 18:15)

多目的ホール ⼭梨精神医学研究会講演会 ⼊場無料 ⼭梨精神医学研究会
0551-22-1621(ツジ)

9月27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)

9月27日 (⾦) 10:00〜 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)

9月27日 (⾦) 10:00〜 交流ルーム 104 銭娜二胡教室 参加費  5,940円
　

銭娜二胡教室
080-3278-6013(ソン)

9月27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)

9月28日 (土) 9:30〜 イベントスペース 東面 緑の教室(バラ作り) ⼊場無料 緑の相談所
055-276-2020(イチノセ)

9月28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)

9月28日 (土) 9:55〜
(開場 9:45)

多目的ホール 第22回視覚に障害がある方のた
めの社会適応訓練講習会(教育
について)

⼊場無料 ⼭梨県視覚障害を考える会
090-4066-6093(カモ)

指定管理者

主催事業
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（お問い合わせ先）
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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

9月29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)

9月29日 (日) 16:30〜
(開場 16:00)

多目的ホール ⼭梨トロンボーン倶楽部第9回ト
ロンボーンアンサンブルコンサート
2019

参加費  一般 1,000円
　　　　　中⾼⽣ 500円
     (当日各 300円増)
　　　　⼩学⽣以下無料

⼭梨トロンボーン倶楽部
090-4712-2318(イシハラ)

9月30日 (月) 10:00〜 イベントスペース 「秋フェス〜障がい児・者の⽣活・
人⽣をちょっと豊かにするために
〜」わたしがうごく わたしとうごく わ
たしもうごく

⼊場無料 親ラボ・甲府⾃⽴⽀援協議会⽀援セン
ターみさき
055-251-7611(カヤヌマ)

以上
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