
令和4年(2022年)

6月

時 間 会 場 催し物名 内 容
主催者

（お問い合わせ先）

6月2日 (木) 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）

6月3日 (金) 3日
13:00～17:00

イベントスペース 第71回玄遠書道全国展覧会 入場無料 玄遠書道会
055-233-6504（オオハシ）

～
6月5日 （日） 4日

9:00～17:00
5日
9:00～16:00

6月4日 (土) 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

080-9342-2678（ヤマモト）

6月4日 (土) 10:00～
(9:45開場)

交流ルーム101 ことばのひろば　中国・四川チャチャ
チャ!日本チャチャチャ!

入場無料
定員12名 先着順（事前
申し込み不要）小学生以
上対象

山梨県立図書館
055-255-1040

6月4日 (土) 14:00～
(13:45開場)

交流ルーム101 ワークショップ「ＳＤＧｓを体験しよ
う!」

参加費　3,000円 ＳＤＧｓＫＡＩ
090-4223-1684（タナカ）

6月4日 (土) 10:00～
(9:30開場)

交流ルーム102 東京自動車大学校・学校説明会 入場無料 東京自動車大学校
0120-02-2535（イケダ）

6月4日 (土) 10:30～
13:30～
16:00～

交流ルーム103 首都医校　学校説明会 入場無料 首都医校 入学相談室
03-3346-3000（トヨダ）

6月5日 (日) 14:00～
(13:30開場)

交流ルーム101 外国語の絵本読み聞かせ 入場無料 山梨県立図書館子ども読書推進担当
055-255-1040

6月6日 (月) 14:00～
(13:15開場)

イベントスペース 第2回　中部横断自動車道開通記
念　リレーシンポジウム（観光）

入場無料 山梨県 県土整備部 高速道路推進課
055-223-1690（アイハラ）

6月6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・適正試験

入場無料 （株）いちやまマート 総務部
055-278-6000（ヤマダ）

6月6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）

6月7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㈱
090-6108-6402(クマガイ)

6月8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）

6月9日 (木) 9:30
(9:15開場)

交流ルーム102
             103

株式会社いちやまマート　一次面接・
適正試験

入場無料 （株）いちやまマート　総務部
055-278-6000（ヤマダ）

13:15
(13:00開場)

             104
             202

6月9日 (木) 13:00～ 交流ルーム201 パステル画教室 参加費　2,500円 パステル画教室
055-252-9936（ナカマル）

6月10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）

6月10日 (金) 16:00～
(15:30開場)

交流ルーム101 高卒就職情報交換会　甲府会場 参加費　20,000円 （株）ライセンスアカデミー
03-5925-6228

6月10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）

6月11日 (土) 13:00～ イベントスペース
交流ルーム103
　　　　　　 104

よろず相談会 入場無料 甲府シティロータリークラブ
055-237-5475

※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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6月11日 (土) 17:00～ イベントスペース西面 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)

6月11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）

6月11日 (土) 13:00～ 交流ルーム201 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）

6月12日 (日) 11:30～
(10:30開場)

イベントスペース 東方甲州・第23幕（東方Project
作品の即売・コスプレ）

参加費　700円 東方イベント受付
070-6454-5398

6月12日 (日) 13:00～ 交流ルーム101 短歌歌評会 入場無料 みぎわ短歌会
055-276-9810（サワイ）

6月12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）

6月14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㈱
090-6108-6402(クマガイ)

6月16日 (木) 10:00～ 交流ルーム102 幼児期からの五感教室 参加費　3,500円 055-263-8717（カサイ）

6月16日 (木) 13:15～
（13:00開場）

交流ルーム102
             201

株式会社いちやまマート　適正試験・
一次面接

入場無料 （株）いちやまマート 総務部
055-278-6000（ヤマダ）

6月17日 (金) 17日
14:00～17:00

イベントスペース いきいき山梨ねんりんピック2022
「山梨県シルバー作品展・俳句大会」

入場無料 社会福祉法人　山梨県社会福祉協議会
055-254-8610

～

6月19日 (日) 18日、19日
10:00～17:00

6月17日 (金) 9:30～
10:45～

多目的ホール Zumbini　体験会 参加費　1,500円
(お子様一人追加は+500
円)　定員 各9組

Kasumi　Fitness
申込、問合せは公式LINEから

6月17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）

6月18日 (土) 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
0120-96-2952(ヨシカワ)

6月19日 (日) 14:00～
(13:30開場)

多目的ホール シネマかいぶらり　上映会　「グリーン・
ブック」

入場無料
事前申し込み不要
【先着順】定員45名

山梨県立図書館
055-255-1040

6月19日 (日) 10:00～
(9:30開場）

交流ルーム101 ぽこあぽこ交流会 入場無料 ぽこあぽこ研究会
055-253-9087(イイジマ）

6月19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)

6月19日 (日) 15:00～
(14:45開場)
17:00～
(16:45開場)

交流ルーム102 フィオーレ・スマイルステージ婚活イベン
ト

参加費　2,000円 （株）トータルマリアージュサポート　イベント事
業部
050-1745-1779（ナカモト）

6月20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）

6月20日 (月) 13:00～ 交流ルーム202 日総工産（株）面接会 入場無料 日総工産㈱
090-6108-6402(クマガイ)

6月21日 (火) 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・適正試験

入場無料 （株）いちやまマート　総務部
055-278-6000（ヤマダ）
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6月22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」
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）

6月22日 (水) 12:00～ 交流ルーム201 タロット占い実践会 参加費　1,000円 080-3320-1972（オオシバ）

6月23日 (木) 9:30～
(9:15開場）
13:15～
(13:00開場)

交流ルーム102
             202

株式会社いちやまマート適正試験　・
一次面接

入場無料 （株）いちやまマート　総務部
055-278-6000（ヤマダ）

6月23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）

6月24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）

6月24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）

6月24日 (金) 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）

6月25日 (土) 13:30～ イベントスペース東面 無料相談会 入場無料 一社 山梨県財産管理協会
055-242-9222（ゴトウ）

6月25日 (土) 25日
11:00～16:00

イベントスペース西面 山梨大学美術部OB展（飛翔展、
美風展、ありのみ展）

入場無料 山梨大学　美術部　OB
090-2739-2652（フルヤ）

～
6月26日 (日) 26日

10:00～14:30

6月25日 (土) 13:00～ 多目的ホール 積石塚・渡来人研究会 第9回研究
例会

参加費　500円 積石塚・渡来人研究会
090-5937-5107（キタザワ）

6月25日 (日) 14:00～
(13:45開場)
16:00～
(15:45開場)

交流ルーム102 フィオーレ・スマイルステージ婚活イベン
ト

参加費　2,000円 （株）トータルマリアージュサポート　イベント事
業部
050-1745-1779（ナカモト）

6月25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）

6月26日 (日) 13:30～ イベントスペース東面 YPM15周年記念講演会 参加費　800円 山梨平和ミュージアム
055-235-5659（アサカワ）

6月28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㈱
090-6108-6402(クマガイ)

6月29日 (水) 13:00～16:00 イベントスペース西面 気候危機・地球温暖化防止のため
の・教材プログラム体験

入場無料 山梨県地球温暖化防止活動推進センター
0551-48-8011

6月30日 (木) 14:00～
(13:30開場)

多目的ホール かいぶらりシチズンカレッジ　食育セミ
ナー楽しく食べて健康に!

入場無料
定員40名 電話による申込
のみ（先着順）

山梨県立図書館
055-255-1040

以上
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