
令和4年(2022年)

5月

時 間 会 場 催し物名 内 容
主催者

（お問い合わせ先）

5月1日 (日) 14:00～
(13:45開場)
16:00～
(15:45開場)

交流ルーム101 婚活パーティーイベント 参加費　2,000円 ㈱トータルマリアージュサポート スマイルステージ
事業部
050-1745-1779(ナカモト)

5月2日 (月) 16:00～
(15:30開場)

交流ルーム101 会社説明会・適性検査1 入場無料 ㈱　いちやまマート
055-278-6000(ヤマダ)

5月4日 (水) 4日～7日
9:00～17:00

イベントスペース西面 「植彩押し花」展示会 入場無料 押し花クラブ「森の精」
080-1155-7013(カネコ)

～

5月8日 (日) 8日
9:00～15:00

5月3日 (火) 10:30～
(10:45開場)
14:00～
(13:45開場)

多目的ホール キッズ＆ママの　のんびりいこうよ♪コン
サート

参加費
おとなこどもペア
前売 2,500円
当日 3,000円
おとな（中学生以上）
前売 2,000円
当日 2,500円
こども
前売 800円
当日 1,000円

㈱まるしごと
0553-88-9722(マルヤマ)

5月3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 ㈱オギノ人事部
055-227-7111(ケンモツ)

5月3日 (火) 13:00～
(12:45開場)
15:00～
(14:45開場)

交流ルーム104 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)

5月4日 (水) 13:00～
(12:40開場)
15:00～
(14:40開場)

多目的ホール 石川ブロス　琴・尺八コンサート 参加費　2,000円 石川ブロス
090-3535-5351(ナカムラ)

5月4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)

5月5日 (木) 11:00～
(10:45開場)

多目的ホール こどもの日のための　腹話術とパペット
ショー

入場無料
定員40名
※受付を終了しました

山梨県立図書館
055-255-1040

5月7日 (土) 14:00～
(13:45開場)
16:00～
(15:45開場)

交流ルーム102 婚活パーティーイベント 参加費　2,000円 ㈱トータルマリアージュサポート スマイルステージ
事業部
050-1745-1779(ナカモト)

5月7日 (土) 15:00～ 交流ルーム103 六星占術野澤仁の占い教室 入場無料 　080-4805-0177(ノザワ)

5月8日 (日) 14:00～
(13:30開場)

多目的ホール おんがくかいぶらりVol37　ファンタ
ジー・フルート

入場無料
定員40名
※受付を終了しました

山梨県立図書館
055-255-1040

※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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5月8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 ㈱オギノ人事部
055-227-7111(ケンモツ)

5月10日 (火) 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)

5月10日 (火) 13:00～ 交流ルーム201 日総工産㈱面接会 入場無料 日総工産㈱
055-268-5314(クマガイ)

5月11日 (水) 10:40～
(10:30開場)
11:40～
(11:30開場)

交流ルーム104 わくわくリトミック 参加費　1,500円 わくわくリトミック
080-9186-7291(ホサカ)

5月11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）

5月12日 (木) 10:00～
13:00～

交流ルーム103
交流ルーム104

銭娜二胡教室 参加費　5,940円 080-3278-6013(ソン)

5月13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)

5月14日 (土) 11:00～
(10:00開場)

イベントスペース全面 マイナビ転職フェア 甲府 入場無料 株式会社マイナビ
03-6267-4363

5月14日 (土) 17:00～ 多目的ホール 八ヶ岳SDGｓコミュニティ 入場無料 八ヶ岳SDGｓスクール
090-1500-2261(マルモ)

5月14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)

5月14日 (土) 13:00～ 交流ルーム201 山梨児童文学会　例会 入場無料 山梨児童文学会
055-251-6448(イワマ)

5月15日 (日) 13:30～
(13:00開場)

交流ルーム101 山梨がんサミット2022年第1弾
かいぶらり健康セミナー
ワクチン接種後の反応と情報
～名古屋スタディを例に～

入場無料 事務局「花水木」
055-252-7687

5月16日 (月) 13:00～ 交流ルーム103 日総工産㈱面接会 入場無料 日総工産㈱
090-6108-6402(クマガイ)

5月17日 (火) 16:00～
(15:30開場)

交流ルーム101 会社説明会・適性検査1 入場無料 ㈱　いちやまマート
055-278-6000(ヤマダ)

5月17日 (火) 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)

5月18日 (水) 10:00～ 交流ルーム202 「ヴィンテージビーズに魅せられて」
1950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 アトリエソレイユ
090-4388-6466(ナイトウ)

5月19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)

5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)

5月20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)

2 ページ



令和4年(2022年)

5月

時 間 会 場 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。

日 程

交流施設イベントインフォメーション

5月21日 (土) 14:00～
(13:45開場)
16:00～
(15:45開場)

交流ルーム102 婚活パーティーイベント 参加費　2,000円 ㈱トータルマリアージュサポート スマイルステージ
事業部
050-1745-1779(ナカモト)

5月22日 (日) 13:00～16:00
(12:30開場)

イベントスペース西面 「はじめに聞いて得する」家づくり勉強会 入場無料 (有)エンドウ工務店
055-284-8080

5月22日 (日) 14:00～
(13:30開場)

多目的ホール フルートとハープで奏でるフランスの風 参加費
一般 　　　　 2,000円
高校生以下 1,000円

さわだフルート教室
080-1214-2242

5月22日 (日) 11:00～
(10:45開場)

交流ルーム101 婚活パーティーイベント 参加費　2,000円 ㈱トータルマリアージュサポート スマイルステージ
事業部
050-1745-1779(ナカモト)

5月22日 (日) 13:00～ 交流ルーム101 SCD・MSA山梨友の会　ピアカウンセ
リング

入場無料 SCD・MSA山梨友の会
090-6941-0120(マエダ)

5月22日 (日) 10:00～
(9:45開場)
13:30～
(13:15開場)

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

5月22日 (日) 13:00～
15:30～

交流ルーム104 速読体験会 参加費　3,000円 楽読
080-4803-7125(シモムラ)

5月24日 (火) 13:30～ 交流ルーム102 ㈱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)

5月24日 (火) 13:00～ 交流ルーム103 日総工産㈱面接会 入場無料 日総工産㈱
090-6108-6402(クマガイ)

5月25日 (水) 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)

5月25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)

5月26日 (木) 9:15～
13:00～

交流ルーム103
             104
             102

㈱いちやまマート　適性試験・一次面
接

入場無料 ㈱　いちやまマート
055-278-6000(ヤマダ)

5月26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)

5月27日 (金) 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)

5月28日 (土) 10:00～17:00 イベントスペース西面 写真の展示（山梨市にある 国宝
清白寿関連の写真）

入場無料 090-8453-5813(ワタナベ)

～

6月2日 (木)

5月28日 (土) 9:00～ 交流ルーム103 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）

5月28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)

5月28日 (土) 9:00～ 交流ルーム201 心理カウンセラーとおしゃべり会 入場無料 カウンセリングルームこまどあ
komadoa.cou@gmail.com
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5月29日 (日) 14:00～ 交流ルーム101 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)

5月29日 (日) 9:00～ 交流ルーム103 事業承継・相続・遺言　無料相談会 入場無料 行政書士　相続サポート　ゆきまさ
0120-962-952(ヨシカワ)

5月30日 (月) 13:00～ 交流ルーム103 日総工産㈱面接会 入場無料 日総工産㈱
090-6108-6402(クマガイ)

5月31日 (火) 16:00～
(15:30開場)

交流ルーム101 会社説明会・適性検査1 入場無料 ㈱　いちやまマート
055-278-6000(ヤマダ)

以上
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