
令和4年(2022年)

4月

時 間 会 場 催し物名 内 容
主催者

（お問い合わせ先）

4月1日 (金) 1日～2日
10:00～17:00

イベントスペース西面 ナンタケットバスケット作品展 入場無料 New England Nantucket Basket
Association 山中湖教室&甲府昭和教室

～ https://nantucketbasket-nenba.com/
(HP)

4月3日 (日) 3日
10:00～15:00

4月2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
080-6258-3083（ミツイ）

4月2日 (土) 9:00～ 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）

4月4日 (月) 16:00～
（15:30開場）

交流ルーム102 株式会社いちやまマート　会社説明
会・適性試験

入場無料 (株)いちやまマート
055-278-6000（ヤマダ）

4月4日 (月) 13:00～ 交流ルーム103 日総工産(株) 面接会 入場無料 日総工産(株)
090-6108-6402(クマガイ)

4月6日 (水) 12:00～ 交流ルーム102 派遣登録会・お仕事説明会 入場無料 （株）ヒューマック
055-227-6181(ヒルバ)

4月7日 (木) 9:30～
（9:15開場）
13:30～
（13:00開場）

交流ルーム102
交流ルーム202

株式会社いちやまマート　適性試験・
面接

入場無料 (株)いちやまマート
055-278-6000（ヤマダ）

4月8日 (金) 10:30～
（10:00開場）

多目的ホール 童謡を楽しむ会 参加費　900円 090-2433-1020(ワカバヤシ)

4月8日 (金) 11:00～ 交流ルーム103 銭娜二胡教室 参加費　5,940円 080-3278-6013（ソン）

4月9日 (土) 13:30～
（13:15開場）

多目的ホール 映画上映「ワクチンとバナナ」と、お話しの
会

入場無料
定員50名
定員超えた場合は申し込み優
先

「そよ風」
090-1810-2862 (アブライ)
0551-25-3595 (オオサキ）

4月9日 (土) 18:00～ 多目的ホール 八ヶ岳SDGｓコミュニティによるＳＤＧｓ
の学び

入場無料 八ヶ岳SDGｓコミュニティ
090-1500-2261（マルモ）

4月9日 (土) 9:00～ 交流ルーム104 遺言・相続無料相談会 入場無料 相続ふれあい相談室
0120-13-7835（ヒラマツ）

4月9日 (土) 9:30～
（9:00開場）

交流ルーム201 「絵本で英語」 入場無料 ラボ・パーティ山梨
080-5683-2585（マセ）

4月10日 (日) 15:00～
（14:30開場）
17:30～
（17:00開場）

多目的ホール 朗読と音楽で描く小泉八雲の世界
妖かし秦朗

参加費
一般 2,500円
高校生以下1,500円
定員40名

オフィスカナエ
080-5538-2842（アイハラ）

4月10日 (日) 10:00～
（9:45開場）
13:30～
（13:15開場）

交流ルーム102 （株）オギノ　会社説明会 入場無料 （株）オギノ　人事部
055-227-7111（ケンモツ）

4月10日 (日) 9:00～ 交流ルーム103 遺言・相続無料相談会 入場無料 相続ふれあい相談室
0120-13-7835（ヒラマツ）

4月12日 (火) 10:00～
（9:45開場）
13:30～
（13:15開場）

交流ルーム102 （株）オギノ　会社説明会 入場無料 （株）オギノ　人事部
055-227-7111（ケンモツ）

※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

交流施設イベントインフォメーション
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4月13日 (水) 11:00～
（10:00開場）

イベントスペース全面 第一学院高等学校　入学式 入場無料 第一学院高等学校　甲府キャンパス
055-255-0380（シマザキ）

4月13日 (水) 12:00～ 交流ルーム103 銭娜二胡教室 参加費　5,940円 080-3278-6013（ソン）

4月13日 (水) 13:00～ 交流ルーム202 日総工産(株) 面接会 入場無料 日総工産(株)
090-6108-6402(クマガイ)

4月14日 (木) 13:00～ イベントスペース西面 山梨健康友の会　定期代議員総会 入場無料 山梨健康友の会
055-222-6616（スギウラ）

4月14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）

4月15日 (金) 12:00～ 交流ルーム103 銭娜二胡教室 参加費　5,940円 080-3278-6013（ソン）

4月16日 (土) 9:00～18:00 イベントスペース西面 四季ふれあい 第20回ぐる～ぷ山かが
し写真展

入場無料 ぐるーぷ山かがし
055-241-7642（ホサカ）

～

4月20日 (水)

4月16日 (土) 13:30～ イベントスペース東面 イースターパーティー 2022 参加費
一般     400円
ラボ会員 200円

ラボ・パーティ山梨
080-5683-2585（マセ）

4月16日 (土) 15:00～
（14:15開場）

多目的ホール タンゴバイオリン＆ギターコンサート 参加費　3,000円
45名限定

055-276-0806（スズキ）

4月16日 (土) 10:00～
（9:45開場）
13:30～
（13:15開場）

交流ルーム102 (株)オギノ 会社説明会 入場無料 (株)オギノ 人事部
055-227-7111（ケンモツ）

4月16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
080-6258-3083（ミツイ）

4月16日 (土) 9:30～
（9:00開場）

交流ルーム104 「絵本で英語」 入場無料 ラボ・パーティ山梨
080-5683-2585（マセ）

4月17日 (日) 13:30～
（13:10開場）

交流ルーム101 失敗しない住宅購入のルールセミナー 参加費　1,000円 山梨住まいのFP相談室
055-243-4433

4月17日 (日) 13:00～
(開場 12:45)
15:00～
(開場 14:45)
17:00～
(開場 16:45)

交流ルーム102 AI婚活しま専科 参加費　4,980円 ハート合同会社
090-4279-6351(チャタニ)

4月17日 (日) 13:00～ 交流ルーム104 志位委員⾧と語る学生オンラインゼミ 入場無料 日本共産党山梨県委員会
055-235-2437（ウエムラ）

4月18日 (月) 16:00～
（15:30開場）

交流ルーム101 株式会社いちやまマート　会社説明
会・適性試験

入場無料 (株)いちやまマート
055-278-6000（ヤマダ）

4月18日 (月) 10:00～ 交流ルーム103 銭娜二胡教室 参加費　5,940円 080-3278-6013（ソン）
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4月18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)
090-6108-6402(クマガイ)

4月19日 (火) 15:00～ 交流ルーム103 こたにじゅん二胡教室・メンテナンス会 入場無料 こたにじゅん二胡教室
03-5981-9257（コタニ）

4月20日 (水) 13:30～ 交流ルーム102 （株）ユニ・テクノロジー　会社説明
会

入場無料 ㈱ユニ・テクノロジー
0555-24-5400（ハダ）

4月20日 (水) 9:00～ 交流ルーム103 こたにじゅん二胡教室・メンテナンス会 入場無料 こたにじゅん二胡教室
03-5981-9257（コタニ）

4月20日 (水) 10:00～ 交流ルーム104 「ヴィンテージビーズに魅せられて」１
９５０年代頃のビーズを使用して作
る、アクセサリー作りを楽しむ会です

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)

4月20日 (水) 13:00～ 交流ルーム104 ウクレレ教室 参加費　3,000円 カフアウクレレ教室
090-1461-5726(ミツイ)

4月21日 (木) 16:00～ イベントスペース
多目的ホール

大学入試・入学説明会（大学新聞
社）/専門学校進路相談会 甲府
会場

入場無料 ライセンスアカデミー 山梨県チーム
080-6642-4691
03-5925-6228

4月21日 (木) 9:30～
（9:15開場）
13:00～
（13:00開場）

交流ルーム101
交流ルーム202

株式会社いちやまマート　適性試験・
面接

入場無料 (株)いちやまマート
055-278-6000（ヤマダ）

4月21日 (木) 10:00～ 交流ルーム104 幼児期からの五感教室 参加費　3,500円 055-263-8717（カサイ）

4月22日 (金) 11:00～ 交流ルーム103 銭娜二胡教室 参加費　5,940円 080-3278-6013（ソン）

4月23日 (土) 23日～26日
10:00～18:00

イベントスペース全面 第27回　静雲書道会　会員展 入場無料 静雲書道会
055-266-2058（アメミヤ）

～

4月27日 (水) 27日のみ
10:00～15:00

4月23日 (土) 14:30～
（14:00開場）

多目的ホール 第12回　「立川談慶」　出版記念落語
会

参加費
前売 3,200円
当日 3,500円

MaNa(同)
070-6559-7329（ナガヌマ）

4月23日 (土) 16:00～ 交流ルーム102 腹話術講座 参加費　1,000円 腹話術研究会
055-253-1547（ヤザキ）

4月23日 (土) 9:30～
（9:00開場）

交流ルーム104 「絵本で英語」 入場無料 ラボ・パーティ山梨
080-5683-2585（マセ）

4月24日 (日) 13:30～
（13:00開場）

多目的ホール 山本晴美 歌とトークライブ 生きるちか
ら

参加費　1,500円
定員50名

トークライブ「生きるちから」企画委員会
080-9342-2678（ヤマモト・スギヤマ・タカク
ラ）

4月26日 (火) 13:00～ 交流ルーム103 日総工産(株) 面接会 入場無料 日総工産(株)
090-6108-6402(クマガイ)
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4月27日 (水) 13:00～ 交流ルーム104 ウクレレ教室 参加費　3,000円 カフアウクレレ教室
090-1461-5726(ミツイ)

4月28日 (木) 9:00～
13:00～

交流ルーム101
交流ルーム202

株式会社いちやまマート　会社説明
会・適性試験

入場無料 (株)いちやまマート
055-278-6000（ヤマダ）

4月28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）

4月30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
080-6258-3083（ミツイ）

以上
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