
令和2年(2020年)

1月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

1月4日 (土) 11:30〜
(開場　10:30)

イベントスペース 東方甲州祭第16幕 参加費　500円(パンフ代) 東方甲州祭受付
070-6454-5398

1月4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)

1月5日 (日) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール かいぶらり朗読のつどい　⼭梨県
芸術文化協会朗読部門　新春
合同朗読会

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

1月5日 (日) 15:15〜
(開場　15:00)

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)

1月7日 (火) 9:00〜 交流ルーム 103 無料相続相談 ⼊場無料(1時間まで)
※1時間を超えると
2,000円/30分

⼤⽊⾏政書⼠事務所
090-5416-7227(オオキ)

1月7日 (火) 9:30〜 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)

1月8日 (水) 9:30〜17:00 イベントスペース 県職員文化展 ⼊場無料 ⼭梨県総務部職員厚⽣課
055-223-1377(ヒグチ)

〜
1月12日 (日) 9:30〜15:00

(最終日のみ)

1月8日 (水) 18:30〜
(開場　18:00)

交流ルーム 101 令和2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)

1月10日 (⾦) 10:00〜 交流ルーム 104 FP相談会(iDeco、NISA、ふる
さと納税などなど)

⼊場無料 080-2056-0030(コジマ)

1月10日 (⾦) 12:00〜 交流ルーム 103 カメリア 新聞紙アート ⼊場無料 カメリア
080-4468-1410(ツバキ)

1月11日 (土) 13:30〜 交流ルーム 101
104

がん哲学外来 メディカルカフェ「風
林火團」

⼊場無料 NPO法⼈⼭梨ホスピス協会
055-251-3505(水曜のみ)
yhospice@basil.ocn.ne.jp

1月12日 (日) 14:00〜
(開場　13:30)

多目的ホール ホリデー上映会（「さよなら子供
たち」上映会）

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

1月13日 (月) 9:00〜15:00 イベントスペース 第9回　お正月で遊ぼう ⼊場無料 甲府北⼝まちづくり委員会
055-252-8797

※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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1月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（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

1月13日 (月) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール カンターテ･ドミノ 10周年記念
バッハコンサート

前売券　⼤⼈3,000円
　高校⽣以下1,500円

当日券　⼤⼈3,500円
 高校⽣以下2,000円

カンターテ･ドミノ
090-5761-4425(ヨコテ)
yokotemasahiko21@gmail.com

1月15日 (水) 15日
12:30〜18:30

イベントスペース 東面 ⼭梨Snailパラアートコンテスト作
品展示会

⼊場無料 ⼭梨学院⼤学 伊東ゼミナール
090-7747-4985(スギモト)

〜
1月17日 (⾦) 16日

9:30〜18:30
17日
9:30〜18:30

1月15日 (水) 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
090-5875-1878(カトウ)

1月15日 (水) 18:30〜 交流ルーム 101 コウフシンボル500制作委員会
定例ミーティング

⼊場無料 コウフシンボル500制作委員会
050-3580-1431

1月15日 (水) 19:00〜 交流ルーム 104 ⼈前で話すのが楽になる「話し方
トレーニング」実践セミナー

参加費　3,000円 モチベーション＆コミュニケーションスクー
ル
090-5505-1447(カミムラ)

1月16日 (⽊) 10:00〜 多目的ホール プティパマルシエ企業様説明会 ⼊場無料 プティパマルシエ
090-1506-9111
080-7808-0677(マツイ)

1月16日 (⽊) 10:00〜 交流ルーム 102 FP相談会(iDeco、NISA、ふる
さと納税などなど)

⼊場無料 080-2056-0030(コジマ)

1月16日 (⽊) 10:30〜 交流ルーム 201 キャンドル教室 参加費　4,500円 howarito candle
howarito.candle@gmail.com(ワシヤ
マ)

1月17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)

1月17日 (⾦) 9:00〜 交流ルーム 104 無料相続相談 ⼊場無料(1時間まで)
※1時間を超えると
2,000円/30分

⼤⽊⾏政書⼠事務所
090-5416-7227(オオキ)

1月17日 (⾦) 13:00〜 交流ルーム 104 俳句の句会 参加費  500円
　

冬芽会
055-253-7158(スズキ)

1月18日 (土) 10:00〜
(開場　9:45)

イベントスペース 東面 親子で学ぶお⾦の使い方教室。
ゲーム等で楽しく具体的に学ぶ。

⼊場無料 (特非)やまなし消費者支援ネット
055-243-2443(オオシオ)

1月18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)
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1月
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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

1月18日 (土) 13:00〜
(開場 12:45)

交流ルーム 201 助成⾦活⽤説明会(経営者向
け)

⼊場無料 055-267-6355(カサイ)

1月19日 (日) 13:30〜 イベントスペース 東 館⻑連続講座 ⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

1月21日 (火) 13:00〜
(開場　12:00)

多目的ホール 令和元年度 保護司特別研修
「被害者の視点を処遇に⽣かす」

⼊場無料 法務省 甲府保護観察所
055-235-7145(ムカワ)

1月21日 (火) 9:00〜 交流ルーム 102 「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ティー協会
090-3068-7370(ヨシダ)

1月22日 (水) 13:00〜
(開場　12:30)

多目的ホール やまなしクールチョイス県⺠運動推進
⼤会〜⼭梨県の地球温暖化対策
私たちにできること・報告会〜

⼊場無料 ⼭梨県地球温暖化防⽌活動推進セン
ター(公財)キープ協会
0551-48-8011
eco@keep.or.jp

1月22日 (水) 10:30〜 交流ルーム 202 キャンドル教室 参加費　4,500円 howarito candle
howarito.candle@gmail.com(ワシヤ
マ)

1月23日 (⽊) 23日〜26日
10:00〜18:00

イベントスペース 第19回やまなし県⺠文化祭 総
合展示

⼊場無料 やまなし県⺠文化実⾏委員会事務局 総
合展示担当
055-223-1797

〜

1月28日 (火) 28日
10:00〜16:00

1月23日 (⽊) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール おしゃかさまと親らん聖⼈ ⼊場無料 親らん聖⼈に学ぶ会
090-3522-7505(フカサワ)

1月23日 (⽊) 9:00〜 交流ルーム 103 無料相続相談 ⼊場無料(1時間まで)
※1時間を超えると
2,000円/30分

⼤⽊⾏政書⼠事務所
090-5416-7227(オオキ)

1月23日 (⽊) 15:00〜 交流ルーム 104 FP相談会(iDeco、NISA、ふる
さと納税などなど)

⼊場無料 080-2056-0030(コジマ)

1月23日 (⽊) 10:00〜
(開場 9:45)

交流ルーム 201 助成⾦活⽤説明会(経営者向
け)

⼊場無料 055-267-6355(カサイ)

1月23日 (⽊) 18:30〜
(開場 18:00)

交流ルーム 201 死神ナースと考える看取り〜もし
も⼤切な誰かを看取るとき、あな
たならどんな声をかけますか？〜

参加費　2,000円 ほほえみのエンディング
080-7759-9439

1月24日 (⾦) 10:00〜 交流ルーム 103 マザーズコーチング<ベーシックコー
ス>

参加費　7,700円 マザーズコーチングスクール
055-263-8717(カサイ)

1月24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)
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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

1月25日 (土) 10:00〜11:00
11:15〜12:30
14:00〜16:00

多目的ホール ⼭梨中銀 新春資産運⽤フェア ⼊場無料 ⼭梨中央銀⾏
0120-201862

11:00〜13:30
14:00〜15:30

①11:15〜12:15
②13:15〜14:15

交流ルーム 101

104

1月25日 (土) 19:00〜
(開場 18:30)

多目的ホール 令和元年度「やまなし性暴⼒被
害者サポートセンターかいさぽもも
こ専門家研修会」

⼊場無料 (公社)被害者支援センターやまなし
080-1056-0760(ササキ)

1月25日 (土) 12:00〜 交流ルーム 202 ⼈前で話すのが楽になる「話し方
トレーニング」実践セミナー

参加費　3,000円 モチベーション＆コミュニケーションスクー
ル
090-5505-1447(カミムラ)

1月29日 (水) 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

1月29日 (水) 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)

1月29日 (水) 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
090-5875-1878(カトウ)

1月30日 (⽊) 30日
13:00〜

イベントスペース ⻄面 截⾦〜⾦教室展示〜 ⼊場無料 截⾦教室展示実⾏委員会
dandan.9191.@gmail.com
090-4435-9887(オザワ)

〜
2月2日 (日) 31日〜2日

9:00〜18:00

1月30日 (⽊) 30日
13:00〜18:00

イベントスペース 東面 ⾦継受講⽣作品展 ⼊場無料 kintsugi.tsukuroibito.com
090-9310-2971(フルヤ)

〜
2月2日 (日) 31日〜2日

9:00〜18:00
1日
13:00〜14:00
ギャラリートーク
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令和2年(2020年)

1月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

※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

1月30日 (⽊) 9:00〜 交流ルーム 104 無料相続相談 ⼊場無料(1時間まで)
※1時間を超えると
2,000円/30分

⼤⽊⾏政書⼠事務所
090-5416-7227(オオキ)

1月31日 (⾦) 10:00〜 交流ルーム 102 FP相談会(iDeco、NISA、ふる
さと納税などなど)

⼊場無料 080-2056-0030(コジマ)

1月31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)

1月31日 (⾦) 9:00〜 交流ルーム 104 無料相続相談 ⼊場無料(1時間まで)
※1時間を超えると
2,000円/30分

⼤⽊⾏政書⼠事務所
090-5416-7227(オオキ)

1月31日 (⽊) 10:00〜 交流ルーム 201 マザーズコーチング<ベーシックコー
ス>

参加費　7,700円 マザーズコーチングスクール
055-263-8717(カサイ)

以上
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