
令和2年(2020年)

11月

時 間 催し物名 内 容
主催者

（お問い合わせ先）

11月3日 (火) 9:30～ 多目的ホール 山梨護憲の集い 入場無料 山梨護憲の集い実行委員会
055-227-9227

11月3日 (火) 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)

11月5日 (木) 13:00～ 交流ルーム 201 パステル画教室講習会 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)

11月6日 (金) 10:00～ 交流ルーム 201 マネースクール101 スタートセミ
ナー

入場無料 (有)ライフドアーズ
03-3664-4631

11月6日 (金) 10:00～ 交流ルーム 202 英語絵本であそぼう! 参加費　300円 ラボ間瀬パーティ
080-5683-2585(マセ)

11月8日 (日) 11:00～ 交流ルーム 102 おはなし☆おはなし2020 入場無料 山梨県立図書館
055-255-1040

11月8日 (日) 10:00～ 交流ルーム 202 マネースクール101 スタートセミ
ナー

入場無料 (有)ライフドアーズ
03-3664-4631

11月11日 (水) 10:30～
(開場 10:00)

交流ルーム 101 「最新の脳科学に基づいた子どもの才
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
090-3068-7370(ヨシダ)

11月11日 (水) 13:00～ 交流ルーム 102 派遣登録会・お仕事説明会 入場無料 055-227-6181(ヒルバ)

11月11日 (水) 12:00～ 交流ルーム 103 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)

11月11日 (水) ①16:15～
②17:00～

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

11月12日 (木) 13:00～
(受付 12:30)

イベントスペース
交流ルーム

西面
102

からだ測定会
出張就労相談

入場無料 やまなしシニア世代就労推進協議会
055-223-1777(キノシタ)

11月12日 (木) 14:30～
(開場 14:00)

多目的ホール 就労セミナー(高齢者にふさわしい働
き方・笑顔で健康に)

入場無料 (公社)山梨県シルバー人材センター連合
会
055-228-8383(ナカヤマ)

11月13日 (金) 18:30～ イベントスペース 西面 やまなし性暴力被害者サポートセン
ターに係る専門家研修会

入場無料
事前申込制

(公社)被害者支援センターやまなし
055-228-3120(ササキ)

11月13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)

11月13日 (金) 10:00～ 交流ルーム 103 英語絵本であそぼう! 参加費　300円 ラボ間瀬パーティ
080-5683-2585(マセ)

11月14日 (土) 10:30～ イベントスペース 東面 日本生活科・総合的学習教育学会
第29回全国大会 山梨大会

事前申込制　受付終了 日本生活科・総合的学習教育学会
055-220-8126(アイバ)

11月15日 (日) 14:00～ イベントスペース ねじめ正一氏講演会&金田一館
⾧とのトークショー

聴講無料(定員80名 )
事前申込制・先着順

山梨県立図書館
055-255-1040

11月15日 (日) 10:00～17:00 交流ルーム 101
102

やまなしデジタルアート展 入場無料 山梨県文化振興・文化財課
055-223-1790

～
11月20日 (金)

11月15日 (日) 10:00～ 交流ルーム 202 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)

11月18日 (水) 13:30～
(開場 13:00)

イベントスペース
交流ルーム

西面
104

2020年環境負荷低減セミナー
個別相談会

入場無料 (一社)エコステージ協会
090-8841-8499(オヤマ)

※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。

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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交流施設イベントインフォメーション

11月18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)

11月18日 (水) ①16:15～
②17:00～

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

11月19日 (木) 9:00～ 交流ルーム 103 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)

11月19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)

11月20日 (金) 18:30～ 多目的ホール かいぶらり朗読の集い　県民の日
朗読会

事前申込制・先着順 山梨県立図書館
055-255-1040

11月20日 (金) 13:00～ 交流ルーム 103 俳句勉強会 入場無料 冬芽会
253-7158(スズキ)

11月20日 (金) 10:00～ 交流ルーム 201 マネースクール101 スタートセミ
ナー

テキスト代  4,000円
　

(有)ライフドアーズ
03-3664-4631

11月21日 (土) 13:00～
(開場 12:30)

イベントスペース 西面 第3回 U16山梨プログラミングコ
ンテスト

入場無料  U-16山梨プログラミングコンテスト実
行委員会
055-225-6400(イド)

11月21日 (土) 14:00～
(開場 13:30)

多目的ホール バロック音楽のたのしみ 入場無料 ムジカグレイス
090-3340-2060(スギタ)

11月21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)

11月22日 (日) 10:00～ 交流ルーム 202 マネースクール101 スタートセミ
ナー

入場無料 (有)ライフドアーズ
03-3664-4631

11月23日 (月) ①10:00～12:00
②14:00～16:00

交流ルーム 102 ①ローコスト住宅取得の為の入門講
座
②リホーム実例紹介相談会

入場無料 (株)イトウ・アット・ホーム
0120-97-8797(イトウ)

11月25日 (水) 13:10～
(開場 12:50)

イベントスペース
交流ルーム 101

令和2年度 製菓衛生師試験 参加費  9,400円
　

山梨県福祉保健部衛生薬務課
055-223-1489(ヨコモリ)

11月25日 (水) 10:30～
(開場 10:00)

交流ルーム 102 「最新の脳科学に基づいた子どもの才
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
090-3068-7370(ヨシダ)

11月25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)

11月27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)

11月28日 (土) 15:00～
(開場 14:30)

多目的ホール 第96回 ムジカエテルナ 甲府 定
期演奏会

大人　1,500円
学生・子供　1,000円

ムジカ エテルナ 甲府
045-421-0502(アラカワ)

11月28日 (土) 10:00～ 交流ルーム 202 マネースクール101 スタートセミ
ナー

入場無料 (有)ライフドアーズ
03-3664-4631

11月29日 (日) 12:30～
(開場 12:00)

イベントスペース
交流ルーム

西面
101

賢い家づくり勉強会 入場無料 (有)エンドウ工務店
055-284-8080

11月30日 (月) 13:00～16:00 イベントスペース 山梨労働局主催（菊池幸夫と
一緒に就職仕事・未来のことを語
りませんか?）

入場無料 (株)アシストエンジニアリング
055-267-6162

以上
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