
令和4年(2022年)

7月

時 間 会 場 催し物名 内 容
主催者

（お問い合わせ先）

7月1日 (金) 1日
14:00～18:00
2日～5日
10:00～18:00

イベントスペース全面 第41回 甲府空襲 戦争と平和・環
境展

入場無料 甲府空襲 戦争と平和・環境展実行委員会
055-222-1541

～

7月6日 （水） 6日
10:00～15:30

7月1日 (金) 19:15～ 交流ルーム103 Jazz　Guitar　Solo　Space 入場無料 055-252-8054（イチノセ）

7月2日 (土) 13:30～15:00 多目的ホール かいぶらりシチズンカレッジ　放送大学
公開講座 入門・梵鐘鑑賞

入場無料
定員40名

放送大学山梨学習センター
055-251-2238

7月2日 (土) 9:30～
（9:20開場）

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Ⓡ教室
090-4939-1781（ミウラ）

7月4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 ㈱いちやまマート
055-278-6000（ヤマダ）

7月5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)

7月7日 (木) 16:00～ イベントスペース全面 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
080-6642-4691
03-5925-6228
(ライセンスアカデミー山梨県チーム)

7月8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）

7月8日 (金) 19:15～ 交流ルーム103 Jazz　Guitar　Solo　Space 入場無料 055-252-8054（イチノセ）

7月9日 (土) 9日
11:00～

イベントスペース西面 未来をのぞく住宅展 入場無料 ㈱地場工務店
055-261-6330

～

7月10日 （日） 10日
10:00～

7月9日 (土) 17:00～ イベントスペース東面 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)

7月9日 (土) 16:30～18:00 多目的ホール 第99回 定期演奏会 ムジカ エテルナ
甲府

参加費
当日券のみ
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）

7月9日 (土) 12:30～
(13:00開場）

交流ルーム102 ㈱ノジマ　合同採用説明会 入場無料 ノジマ採用グループ
045-322-3482

7月9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）

7月9日 (土) 13:00～ 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）

7月10日 (日) 10:00～11:30 イベントスペース東面 第9回 おはなし交流会 IN 山梨 参加費　300円 おはなしの木
055-285-5683（スズキ）

7月10日 (日) 14:00～
(13:30開場）

多目的ホール おんがくかいぶらりVol.38　ル・シーズ 入場無料
電話申込のみ
先着40名

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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7月10日 (日) 10:00～
(9:30開場）

交流ルーム102 ㈱ノジマ　合同採用説明会 入場無料 ノジマ採用グループ
045-322-3482

7月12日 (火) 10:00～ 交流ルーム101 簡単で美味しい手作りパン教室＆気
になるお金の話教室

参加費　500円 パン＆お金の教室制作委員会
090-3068-7370（ヨシダ）

7月12日 (火) 13:00～ 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）

7月12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)

7月13日 (水) 10:00～ 交流ルーム104 銭娜ニ胡教室 参加費　5,940円 080-3278-6013（ソン）

7月14日 (木) 15:00～ 交流ルーム101 フラット35勉強会 入場無料 (一社)日本住宅性能評価機構
055-221-1782（アキヤマ）

7月14日 (木) 9:30～
(9:15開場）
13:15～
(13:00開場）

9:30～
(9:15開場）

13:15～
(13:00開場）

交流ルーム102

交流ルーム103

交流ルーム202

株式会社いちやまマート　適正試験・
一次面接

入場無料 ㈱いちやまマート
055-278-6000（ヤマダ）

7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 パステル画教室
055-252-9936（ナカマル）

7月15日 (金) 10:00～18:00 イベントスペース西面 成人式　卒業袴　展示会 入場無料 ㈱ブライダルセンター寿屋
055-252-6540（アオシマ）

～

7月18日 （月）

7月15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）

7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）

7月15日 (金) 19:15～ 交流ルーム103 Jazz　Guitar　Solo　Space 入場無料 055-252-8054（イチノセ）

7月15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）

7月16日 (土) 13:00～17:00 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）

7月16日 (土) 10:00～ 交流ルーム101 簡単で美味しい手作りパン教室＆気
になるお金の話教室

参加費　500円 パン＆お金の教室制作委員会
090-3068-7370（ヨシダ）

7月17日 (日) 14:00～
(13:00開場）

イベントスペース東面 Zoom講演会 入場無料 日本ALS協会山梨県支部
055-267-7261（ヒロズミ）

7月17日 (日) 10:00～
(9:45開場）

多目的ホール ことばのひろば　エジプトチャチャチャ!
日本チャチャチャ

入場無料 山梨県立図書館
055-255-1040
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7月18日 (月) 13:00～ 交流ルーム101
             102

里親相談会 入場無料 地域総合子ども家庭支援センター・テラ
055-222-8012（タカハシ）

7月19日 (火) 13:30～
(13:15開場）

交流ルーム101 子育て＆おかねの教室 入場無料 わうわとわらう
090-7272-5667（ワタナベ）

7月19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)

7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」
1950年代頃のビーズを使用して作る

参加費　2,000円 アトリエソレイユ
090-4388-6466（ナイトウ）

7月22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）

7月22日 (金) 20:15～ 交流ルーム103 Jazz　Guitar　Solo　Space 入場無料 055-252-8054（イチノセ）

7月22日 (金) 10:00～ 交流ルーム202 マザーズコーチング 参加費　16,500円 マザーズコーチングスクール
055-263-8717

7月23日 (土) 14:00～
（13:30開場）

イベントスペース 金田一秀穂はももだよ 館⾧企画事
業「坪内稔典氏講演会＆金田一秀
穂館⾧とのトークショー」

入場無料
先着120名
オンライン(zoom)配信
先着400名
事前申込制

山梨県立図書館
055-255-1040

7月23日 (土) 10:00～
(9:45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）

7月23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）

7月23日 (土) 11:30～
(11:45開場）
13:15～
(13:00開場）
14:45～
(14:30開場）

交流ルーム104 二胡龍胡堂　無料二胡ミニコンサート
＆体験レッスン＆メンテナンス会

入場無料 二胡龍胡堂
03-5942-5058（コマツ）

7月24日 (日) 14:00～
(13:30開場）

イベントスペース 山梨県障害者福祉協会共催事業
「講演と鼎談」

入場無料 山梨県立図書館
055-255-1040

7月24日 (日) 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)

7月26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)

7月28日 (木) 15:00～ 交流ルーム101 フラット35勉強会 入場無料 (一社)日本住宅性能評価機構
055-221-1782（アキヤマ）

7月28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）
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7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 パステル画教室
055-252-9936（ナカマル）

7月29日 (金) 19:15～ 交流ルーム103 Jazz　Guitar　Solo　Space 入場無料 055-252-8054（イチノセ）

7月29日 (金) 10:00～ 交流ルーム202 マザーズコーチング 参加費　16,500円 マザーズコーチングスクール
055-263-8717

7月30日 (土) 14:00～16:10 多目的ホール シネマかいぶらり上映会 「アルジャーノ
ンに花束を」

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

7月30日 (土) 13:00～
(12:50開場）

交流ルーム104 経営者向けセミナー 入場無料 みらい創世舎
a.little.star.sei@gmail.com(ナカジマ)

7月31日 (日) 10:30～
(10:00開場）

交流ルーム103 就職説明会 入場無料 ㈱イトウ・アット・ホーム
055-288-9522（オオニシ）

以上
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