
令和2年(2020年)

12月

時 間 催し物名 内 容
主催者

（お問い合わせ先）

12月2日 (水) 15:30～
(開場 15:00)

多目的ホール 笹子トンネル崩落事故追悼演奏 入場無料 ジャズ・マーケット
090-3808-1515(オザワ)

12月2日 (水) 10:30～
(開場 10:00)

交流ルーム 101 「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 山梨子育て診断士会
090-3068-7370(ヨシダ)

12月2日 (水) ①17:15～
②18:00～

交流ルーム 103 Jazz・Guitar・Solo Space 入場無料 055-252-8054(イチノセ)

12月3日 (木) 14:00～
(開場 13:30)

多目的ホール 令和2年度子どもの読書オープン
カレッジ(第2回)

入場無料 山梨県立図書館
055-255-1040

12月3日 (木) 13:00～ 交流ルーム 202 パステル画講習会 参加費　2,500円 加藤芸術アカデミーパステル画学科
055-252-9936(ナカマル)

12月4日 (金) 10:00～
(開場 10:30)

交流ルーム 101 「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 山梨子育て診断士会
090-3068-7370(ヨシダ)

12月4日 (金) 10:30～ 交流ルーム 103 ラボ・パーティ　英語絵本であそぼ
う!

参加費  300円
　

ラボ・パーティ
080-5683-2585（マセ）

12月5日 (土) 13:30～
(開場 13:00)

多目的ホール 放送大学公開講座　ポジティブ
な子育てとは?－「前向きな子ど
もに育てる方法」を紹介ー

入場無料 放送大学山梨学習センター
055-251-2238

12月5日 (土) 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®
090-4939-1781(ミウラ)

12月5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)

12月6日 (日) 13:30～
(開場 13:00)

イベントスペース 山梨がんサミット2020年第5弾
かいぶらり健康フォーラム　み～ん
なに聞いて欲しい!　『乳がん患
者さんにお伝えしたいがんゲノム医
療』

入場無料
会場参加（限定５０名）

事務局
055-252-7687
（月～土　午後2時～午後5時）

12月6日 (日) 13:30～
(開場 13:00)

多目的ホール バロック室内楽アトリエ 参加費
1,000円～2,500円
　

バロック室内楽アトリエ
080-1214-2242(サワダ)

12月7日 (月) 18:00～
(開場 17:30)

18:30～
(開場 18:15)

多目的ホール

交流ルーム 201

第36回教育フォーラム 入場無料 山梨大学教育学部
055-220-8325

12月8日 (火) 10:00～18:00
(11日の最終日は
13:00まで)

イベントスペース 西面 第10回　千代田荘展覧会 入場無料 (福)清⾧会
055-251-8450（キシモト）

～
12月11日 (金)

12月8日 (火) ①10:30～
(開場 10:15)
②13:30～
(開場 13:15)

多目的ホール 絶対!うまくなる 大沢聡オカリナ
講座

1回目  2,500円
2回目　3,500円

(株)STUDIO fiato
055-242-9611(ツヅキ)

12月8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®
090-4939-1781(ミウラ)

12月11日 (金) 9:00～ 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)

※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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12月11日 (金) 10:30～ 交流ルーム 201 ラボ・パーティ　英語絵本であそぼ
う!

参加費  300円
　

ラボ・パーティ
080-5683-2585（マセ）

12月12日 (土) 14:00～
(開場 13:30)

多目的ホール かいぶらり教養セミナー　金田一館⾧
ことば学講演会

入場無料
事前申込者のみ

山梨県立図書館
055-255-1040

12月12日 (土) 10:00～ 交流ルーム 201 超ビギナー向けタロット占い教室 見学を希望の方は要連絡 080-3320-1972(オオシバ)

12月12日 (土) 14:00～ 交流ルーム 201 ジェンダートークをしよう 入場無料 NPO法人エンパワメントアフロッキー
090-9011-4373(モチヅキ)

12月13日 (日) 14:00～
(開場 13:30)

イベントスペース おんがくかいぶらり30　川口聖加
＆フェール弦楽四重奏団

入場無料 山梨県立図書館
055-255-1040

12月13日 (日) 14:00～
(開場 13:30)

多目的ホール 2020フォーラム「山梨県で学校
の先生になろう!」

入場無料 山梨県総合教育センター　学校教育
支援部研修指導課
055-262-5871(直)

12月13日 (日) 9:00～ 交流ルーム 103 相続と遺言の無料相談会 入場無料 相続ふれあい相談室
0120-13-7835（ヒラマツ）

12月15日 (火) 13:00～ 多目的ホール 駐日ヨルダン大使講演会、映画
上映・懇親会

入場無料 (一社)やまなしランド
090-5784-2102（ヨネナガ）

12月16日 (水) 10:00～ 交流ルーム 103 「ヴィンテージビーズに魅せられて 」 参加費
2,000円～5,000円（詳
細は主催者様にお問い合わ
せください）

アトリエソレイユ
090-4388-6466(ナイトウ)

12月16日 (水) ①17:15～
②18:00～

交流ルーム 103 Jazz・Guitar・Solo Space 入場無料 055-252-8054(イチノセ)

12月17日 (木) 13:00～ 交流ルーム 201 パステル画講習会 参加費　2,500円 加藤芸術アカデミーパステル画学科
055-252-9936(ナカマル)

12月17日 (木) 13:00～ 交流ルーム 202 お仕事説明会 入場無料 (株)やさしい手 甲府
055-223-3003(ナカムラ)

12月18日 (金) 9:00～ 交流ルーム 101
102

やまなしPPP/PFI地域プラット
フォーム　サウンディング型市場調
査

入場無料 やまなしPPP/PFI地域プラットフォーム 事
務局山梨県総務部行政経営管理課
055-223-1410(イケダ）

12月18日 (金) 9:00～ 交流ルーム 103 相続と遺言の無料相談会 入場無料 相続ふれあい相談室
0120-13-7835（ヒラマツ）

12月19日 (土) 13:00～ イベントスペース 第17回やまなし留学生スピーチ
コンテスト

入場無料 やまなし留学生スピーチコンテスト実
行委員会・特定非営利活動法人大
学コンソーシアムやまなし
055-244-6707（ヤマキ）
jimukyoku@ucon-
yamanashi.jp

12月19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)

12月20日 (日) 18:15～ 多目的ホール GospeL　piano　concert 入場無料 甲府愛のキリスト教会
080-6567-5421(ソウ)

12月23日 (水) 9:00～ 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)

12月25日 (金) 9:00～ 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)

12月26日 (土) 11:30～
(開場 10:30)

イベントスペース 東方甲州祭　年末スペシャル 参加費  700円
　

東方イベント受付
070-6454-5398

12月27日 (日) 9:10～
(開場 9:00)

イベントスペース 令和2年度　第2回狩猟免許試
験予備講習会　午前　座学

参加費  6,000円
　

(一社)山梨県猟友会
055-232-1869（タナベ）

以上
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