
令和２年(2020年)

２月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

1月30日 (木) 9:00〜18:00 イベントスペース ⻄⾯ 截⾦〜截⾦教室展⽰〜 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)

1月30日 (木) 9:00〜18:00 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) 1日

13:00〜14:00
ギャラリートーク

2月1日 (土) 10:00〜
(開場　9:30)

多目的ホール ⾦融経済講演会　⽼後貧乏になら
ないためのシンプルなルール

⼊場無料 ⼭梨県⾦融広報委員会(日本銀⾏甲府
市店内)
055-227-2419(オザワ)

2月1日 (土) 14:00〜
(開場　13:00)

多目的ホール 日本技術⼠会⼭梨県⽀部　２月例会 日本技術⼠会会員　1,000
円
非会員　2,000円

055-225-5044(イナサギ)

2月1日 (土) 10:00〜
(開場　9:30)

交流ルーム 101 こころ美人講座 参加費　500円 090-1832-0677

2月1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)

2月2日 (日) 15:15〜
(開場　15:00)

交流ルーム 202 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)

2月3日 (月) 13:00〜 交流ルーム 201 日総工産(株) ⾯接会 ⼊場無料 日総工産(株)
055-268-5314(クマガイ)

2月4日 (火) 16:30〜
(開場　16:00)

イベントスペース ⻄⾯ 令和元年度⻘少年⾚⼗字メンバー
表彰式

⼊場無料 日本⾚⼗字社⼭梨県⽀部
055-251-6711(サカキバラ)

2月4日 (火) 12:00〜 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
3,000円/30分

⼤木⾏政書⼠事務所
090-5416-7227(オオキ)

2月5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)

2月5日 (水) 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

2月6日 (木) 12:00〜 イベントスペース リクナビ「インターシップ＆企業研究LIVE
甲府」

⼊場無料 (株)リクルート
0263-34-7191（アナイ)

2月6日 (木) 14:00〜
(開場　13:30)

多目的ホール 令和元年⼦どもの読書オープンカレッジ
(第5回)「人と出会って絵本が⽣まれる」

⼊場無料
定員 100名

⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

2月6日 (木) 1部 19:30〜
2部 20:10〜

交流ルーム 104 ジャズギターソロ (ミニコンサート) ⼊場無料 055-252-8054(イチノセ)

2月7日 (⾦) 10:00〜
(開場　9:50)

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)

2月7日 (⾦) 10:00〜 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)

※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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2月8日 (土) 13:00〜 イベントスペース 第15回　卒業・進級作品展 ⼊場無料 ⼭梨秀峰調理師専門学校 広報部
055-242-2223(受付時間8:00〜
17:30)

2月8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？「前向き⼦育て」を紹介します

⼊場無料 放送⼤学⼭梨学習センター
055-251-2238

2月8日 (土) 19:00〜
(開場　18:30)

多目的ホール lipless×Wonderland Joint
Concert ♯4

参加費　500円
(⼩学⽣以下無料)

lipless
tu.tu.ba.mus@gmail.com(liplessイ
イジマ)

2月8日 (土) 16:10〜
(開場　16:00)

交流ルーム 103 話し方が変わると人⽣が変わる！「伝わる
話し方セミナー」

参加費　3,000円 話し方レッスン・コーチング　コーチエフ
055-228-3376(シミズ)

2月9日 (日) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール うちどくポップ展表彰式・やま読シンポジウ
ム

⼊場無料 ⼭梨県教育委員会　社会教育課　成
人・家庭教育担当
055-223-1773(カワテ・アマノ)

2月9日 (日) 11:00〜
(開場　10:00)

イベントスペース 第109回　看護師国家試験対策講座
(ラスパV講座)

参加費　9,500円 (株)⻄帝京学苑
055-253-1311（ミツイ)

2月9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

2月9日 (日) 18:30〜 交流ルーム 104 うたおこし「令和に伝えるもの 令和か
ら⽣まれるもの」－サガノユウキ ミニコ
ンサートー

⼊場無料 あまぼららぼ
080-8478-8605(マツオ)

2月9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)

2月11日 (火) 10:00〜
(開場　9:45)

イベントスペース ⻄⾯ 講演会 ⼊場無料 EQWEL(イクウェル)チャイルドアカデミー
甲府教室
055-222-8201（カネコ）

2月11日 (火) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール 春を呼ぶ朗読ライブ〜⾼校⽣とともに
〜

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

2月11日 (火) 14:00〜
(開場　13:30)

交流ルーム 101 富⼠観光開発株式会社 2021年採⽤
新規学卒者向け企業説明会

⼊場無料 富⼠観光開発株式会社
0555-72-1188(ワタナベ)

2月11日 (火) 9:00〜
11:00〜

交流ルーム 103
104

無料相続相談 ⼊場無料(1時間まで)
※1時間を超えると
3,000円/30分

⼤木⾏政書⼠事務所
090-5416-7227(オオキ)

2月12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)

2月12日 (水) 9:00〜 交流ルーム 202 遺⾔・相続の無料相談会 ⼊場無料 司法書⼠法人A.I.グローバル
0555-23-2418(モリグチ)

2月13日 (木) 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)

2月13日 (木) 9:00〜 交流ルーム 104 絵画で辿るフランスワイン〜ボルドー
ブルゴーニュ プロヴァンスを訪ねて〜

⼊場無料

【セミナー】(各回30分)
①10:00〜
②14:00〜
③15:30〜

プレジール・デュ・ヴァン
090-9956-9297(ムコウヤマ)
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2月14日 (⾦) 12:00〜 交流ルーム 103 貼絵 ⼊場無料 カメリア
080-4468-1410(ツバキ)

2月14日 (⾦) 9:00〜 交流ルーム 104 絵画で辿るフランスワイン〜ボルドー
ブルゴーニュ プロヴァンスを訪ねて〜

⼊場無料

【セミナー】(各回30分)
①10:00〜
②14:00〜
③15:30〜

プレジール・デュ・ヴァン
090-9956-9297(ムコウヤマ)

2月15日 (土) 18:30〜
(開場　18:00)

イベントスペース ⻄⾯ 英語教育エキスパート・嶋津幸樹『グ
ローバル講演会』

⼊場無料 タクトピア(株)
03-4405-3927(イシミ)

2月15日 (土) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール 映画　「沈没家族」 参加費　800円 080-4305-4153(キタガワ)

2月15日 (土) 9:00〜 交流ルーム 102 第44回玄太庵「変わる!?学校教育!」 ⼊場無料 055-215-7058(カミヤマ）

2月15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)

2月15日 (土) 9:00〜 交流ルーム 104 絵画で辿るフランスワイン〜ボルドー
ブルゴーニュ プロヴァンスを訪ねて〜

⼊場無料

【セミナー】(各回30分)
①10:00〜
②14:00〜
③15:30〜

プレジール・デュ・ヴァン
090-9956-9297(ムコウヤマ)

2月16日 (日) 13:00〜
(開場　12:30)

多目的ホール 〜薬学部ってどんなところ？〜 ⼊場無料
定員 50名(事前申込制)

（公社）甲府市薬剤師会
055-236-5200

2月16日 (日) 14:00〜
(開場　13:30)

イベントスペース 羽田　圭介氏講演会　「楽しさが似通っ
た世界での読書」＆⾦田⼀館⻑とのトー
クショー

⼊場無料
定員 350名(事前申込制)

⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

2月16日 (日) 9:00〜 交流ルーム 104 絵画で辿るフランスワイン〜ボルドー
ブルゴーニュ プロヴァンスを訪ねて〜

⼊場無料

【セミナー】(各回30分)
①10:00〜
②14:00〜
③15:30〜

プレジール・デュ・ヴァン
090-9956-9297(ムコウヤマ)

2月17日 (月) 18:00〜
(開場　17:30)

多目的ホール 第35回教育フォーラム　「⼦どもの育
ちと外国語教育」

⼊場無料 ⼭梨⼤学教育学部附属教育実践総合
センター
055-220-8325

2月18日 (火) 15:30〜
(開場　15:00)

イベントスペース ⻄⾯ マイナビ農業　農家の課題解決ゼミ ⼊場無料 (株)マイナビ　農業活性事業部
agri-yamatofinancial@mynavi.jp

2月18日 (火) 12:00〜 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
3,000円/30分

⼤木⾏政書⼠事務所
090-5416-7227(オオキ)

2月18日 (火) 13:00〜 交流ルーム 201 日総工産(株) ⾯接会 ⼊場無料 日総工産(株)
055-268-5314(クマガイ)

2月19日 (水) 19:00〜
(開場　18:00)

交流ルーム 104 かいぶらりいろどりものがたり朗読会
（令和元年度4回「ボイスルーム」）

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

2月20日 (木) 13:30〜 イベントスペース ⼭日YBS企業ガイダンス ⼊場無料 ⼭梨日日新聞社広告局
055-231-3131(アオヤギ)

〜
2月21日 (⾦)
2月20日 (木) 14:00〜 交流ルーム 201 術後下着の試着・相談会 ⼊場無料 KEA工房カスタマーセンター

0120-36-2727
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2月21日 (⾦) 18:30〜 多目的ホール つばさを広げる会 ⼊場無料 ⼭梨経済同友会
055-221-0303(フカサワ)

2月21日 (⾦) 13:00〜 交流ルーム 103 俳句の句会 参加費  500円
　

冬芽会
055-253-7158(スズキ)

2月21日 (⾦) 10:00〜
(開場　9:50)

交流ルーム 201 「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)

2月22日 (土) 13:30〜
(開場　13:00)

イベントスペース 東⾯ 令和元年度　甲府市地球温暖化対
策地域協議会《地球温暖化対策セ
ミナー》気候危機と私たちへの影響

⼊場無料 甲府市地球温暖化対策地域協議会事
務局
055-241-4312

2月22日 (土) 19:00〜
(開場　18:30)

多目的ホール かいぶらり朗読会の集い・朗読劇ほか
ほか

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

2月22日 (土) 10:00〜
(開場 9:45)

交流ルーム 104 ことばのひろば  アルゼンチンチャチャ
チャ！ 日本チャチャチャ！

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

2月23日 (日) 13:00〜 イベントスペース ⻄⾯ 相続登記お済ですか月間相談会(司
法書⼠会無料法律相談会)

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

2月23日 (日) 13:30〜 イベントスペース 東⾯ 館⻑連続講座 ⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

2月23日 (日) 13:30〜
(開場　13:00)

交流ルーム 202 心屋塾オープンカウンセリング（無料
ボランティアグループカウンセリング）

⼊場無料 090-5393-9793(フカサワ)

2月24日 (月) 14:30〜
(開場　14:00)

多目的ホール ⼭梨県⽴⼤学吹奏楽部　定期演奏
会

⼊場無料 ⼭梨県⽴⼤学吹奏楽部
080-2193-7013(オザワ)

2月24日 (月) 13:00〜
(開場　11:00)

イベントスペース マイナビ看護学⽣就職！セミナー　⼭
梨会場

⼊場無料 看護学⽣就職セミナー⻑野運営事務局
026-269-7061

2月24日 (月) 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
3,000円/30分

⼤木⾏政書⼠事務所
090-5416-7227(オオキ)

2月26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)

2月26日 (水) 18:30〜
(開場　18:00)

交流ルーム 202 話し方が変わると人⽣が変わる！「伝わる
話し方セミナー」

参加費　3,000円 話し方レッスン・コーチング　コーチエフ
055-228-3376(シミズ)

2月27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
3,000円/30分

⼤木⾏政書⼠事務所
090-5416-7227(オオキ)

2月27日 (木) 13:30〜 交流ルーム 104 (株)ユニ・テクノロジー 会社説明会 ⼊場無料 (株)ユニ・テクノロジー
0555-24-5400(アマノ)

2月27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
090-5875-1878(カトウ)

2月28日 (⾦) 13:00〜 交流ルーム 102 日総工産(株) ⾯接会 ⼊場無料 日総工産(株)
055-268-5314(クマガイ)

2月28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)
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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

2月29日 (土) 13:00〜
(開場 12:00)

イベントスペース ⼭梨県富⼠⼭科学研究所　研究成果
発表会

⼊場無料 ⼭梨県富⼠⼭科学研究所
0555-72-6206(オマタ)

2月29日 (土) 18:30〜
(開場 18:00)

多目ホール きたぐち音楽会inかいぶらり　コンサー
ト

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

2月29日 (土) 13:00〜
(開場　11:00)

交流ルーム 101 2019　内閣府⻘年国際交流事業 ⼭
梨県参加⻘年帰国報告会

⼊場無料 ⼭梨県⻘年国際交流機構
2018terashima@gmail.com(テラシ
マ)2月29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

5 ページ


