
令和4年(2022年)

8月

時 間 会 場 催し物名 内 容
主催者

（お問い合わせ先）

8月1日 (月) 10:00～
(9:30開場)
13:30～
(13:00開場)

イベントスペース全面 福祉の就職総合フェアinやまなし 入場無料 社会福祉法人　山梨県福祉協議会
055-254-8654(福祉人材センターコウノ)

8月1日 (月) 10:00～15:00 交流ルーム102 第14回盲ろう教育教材・資料展示
会

入場無料 山梨県立盲学校
055-252-7687

8月1日 (月) 11:00～ 交流ルーム104 銭娜二胡教室 参加費　6,050円 銭娜二胡教室
080-3278-6013（ソン）

8月4日 (木) 9:30～17:30 イベントスペース西面 甲府YWCAピースフェスタ
ー子どもたちに平和な未来をー

入場無料 甲府YWCA
055-240-4166

～

8月6日 (土) 最終日
9:30～16:00

10:00～ 多目的ホール
映画「ひまわり」上映 入場無料

定員50名
ご予約
090-7183-4933(ヤマモト)

8月5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）

8月6日 (土) 10:30～
(10:00開場)

13:30～
(13:00開場)

イベントスペース東面 第21回やまなし県民文化祭「夏の朗読
教室」

入場無料 やまなし県民文化祭実行委員会
055-277-7860(ヨコモリ)

8月6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）

8月6日 (土) 13:30～15:00 多目的ホール 放送大学公開講座 山梨県立図書館
「かいぶらりシチズンカレッジ」
カタチの化学～自然を司る美の法則～

入場無料
定員40名
入場無料

放送大学山梨学習センター
055-251-2238

8月6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）

8月7日 (日) 9:10～ 交流ルーム101 腹話術講座 参加費　1,000円 腹話術研究会
055-253-1547（ヤザキ）

8月7日 (日) 11:00～18:00 交流ルーム102 ヒロシマ・ナガサキ原爆が投下されたあ
の日あの時 パネル展

入場無料 生活協同組合ユーコープ
055-243-2440

8月9日 (火)

13:00～16:00

①14:00～
②15:00～

イベントスペース 山梨県立科学館×山梨県立図書
館
サイエンスショー

ミニもみスライムづくり

つめた～い話

参加費　100円

参加費無料

山梨県立図書館
指定管理者 SPSやまなし
055-255-1041

※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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8月9日 (火) 10:00～
(9:30開場)

多目的ホール 令和4年度生涯学習成果活用講座
未来を創るSDGs「第3回 SDGsの
学び[転]～SDGs眼鏡で課題解決
のアクションを考えよう～」

入場無料 山梨県生涯学習センター
055-223-1853

8月9日 (火) 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（ケンモチ）

8月9日 (火) 10:00～ 交流ルーム103 ママのための夏休み特別講座開催
いつも頑張ってるお母さんに癒しと学
びの時間

参加費 各回　2,500円 055-263-8717（カサイ）

8月9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）

8月10日 (水) 10:00～19:00
最終日
18:00まで

イベントスペース東面 TVアニメ「スーパーカブ」小さな展示会
と朗読会

参加費
前売り券　4,000円
当日券　　4,500円
小中学生は無料

一般社団法人アニメツーリズム協会
supercub_event@animetourism88.co
m

～ 13日（朗読会）
1回目
13:00～
2回目
15:00～
3回目
17:00～

14日（朗読会）
1回目
13:00～
2回目
15:00～
3回目
17:00～

図書カフェ
by白州・山の水農場

朗読会
13日
前売り券　3,000円
14日
前売り券 7,500円

8月17日 (水)

8月10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）

8月10日 (水) 17:00～ 交流ルーム103 エンパワメントアフロッキー例会 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）

8月11日 (木) 14:00～
(13:30開場)

多目的ホール Peace　Concert　2022　平和への
祈り～戦争を知らないわたしたち～

参加費　2,000円 ムジカグレイス
055-222-5187（スギタ）
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8月11日 (木) 11:00～
(10:45開場)
12:45～
(13:00開場)
15:00～
(14:45開場)

交流ルーム101 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）

8月11日 (木) 18:00～
(17:45開場)

交流ルーム102 メナード 美肌レッスン（薬用ビューネ
体験会）

入場無料 メナード化粧品　ビエント・イ・シエロ代行店
090-1161-0824（イイヌマ）

8月11日 (木) 13:00～ 交流ルーム104 お仕事説明会 入場無料 株式会社　やさしい手甲府
055-223-3003

8月12日 (金) 12日
11:00～16:00

イベントスペース西面 マチナカ博物館 入場無料 山梨県埋蔵文化財センター
055-266-3016（キタザワ）

～

8月14日 （日） 13日
9:30～16:00
14日
9:30～15:00

8月12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）

8月12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）

8月12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）

8月13日 (土) 14:00～
(13:30開場)

多目的ホール 龍山会尺八演奏会 入場無料 龍山会
090-1544-4206（イワマ）

8月15日 (月) 14:00～ イベントスペース西面 YPM8・15のつどい 参加費　500円 NPO法人 山梨平和ミュージアム（YPM）
ー石橋湛山記念会館ー
055-235-5659

8月15日 (月) 11:00～
(10:00開場)

多目的ホール ボードゲーム交流会 参加費　1,000円 ボードゲーム同好会
080-6088-8905(アソヌマ)

8月16日 (火) 10:00～ 交流ルーム103 ママのための夏休み特別講座開催
いつも頑張ってるお母さんに癒しと学
びの時間

参加費 各回　2,500円 055-263-8717（カサイ）

8月17日 (水) 19:00～
(18:30開場)

多目的ホール Open　ForumⅡ 入場無料 郷育フォーラム2022実行委員会
090-2905-0945（ドバシ）

8月18日 (木) 18日
13:00～18:00

イベントスペース全面 第40回昭書会展 入場無料 昭書会
090-3087-2384（シマヅ）

～ 19日～20日
9:00～18:00

8月21日 (日) 21日
9:00～16:00

8月18日 (木) 10:00～ 交流ルーム103 幼児期からの五感教室 参加費　3,500円 055-263-8717（カサイ）

8月18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
090-5875-1878（カトウ）

8月19日 (金) 13:00～ 交流ルーム103 カメリア 貼絵 入場無料 080-4468-1410（モモセ）
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8月19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）

8月19日 (金) 12:00～ 交流ルーム104 銭娜二胡教室 参加費　5,940円 080-3278-6013（ソン）

8月20日 (土) 10:10～
(9:50開場)

多目的ホール かたりとみっく®教室　なつまつり 参加費　1,200円 かたりとみっく®教室
090-4939-1781（ミウラ）

8月20日 (土) 9:30～
(9:15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）

8月20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）

8月21日 (日) 10:30～
(10:15開場)
13:30～
(13:15開場)

交流ルーム101 語ろう!山梨のむかしむかし 入場無料
定員15名
小学4年生～大人
（要申し込み、先着順）

山梨昔ばなし再話研究会
090-6101-1561（スズキ）

8月21日 (日) 10:00～ 交流ルーム104 手書きの世界!!　チョークアート＆サイ
ンアート(海外風看板）展

入場無料 アトリエミライ
090-7768-2650（シライ）

8月23日 (火) 23日
13:00～17:00

イベントスペース全面 第62回山梨県高等学校書道連盟展 入場無料 山梨県高等学校書道連盟
0554-22-3125（オザワ）

～ 24日
9:00～17:00

8月25日 (木) 25日
9:00～15:00

8月23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）

8月24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）

8月25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
055-252-9963（ナカマル）

8月26日 (金) 26日
12:00～20:00

イベントスペース西面 星光会書展 入場無料 星光師範会
090-8722-8915（シミズ）

～ 27日・28日
9:00～17:00

8月29日 (月) 29日
9:00～15:00

8月26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）

8月26日 (金) 10:00～ 交流ルーム103 銭那二胡教室 参加費　6,050円 080-3278-6013（ソン）

8月26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）

8月27日 (土) 27日
10:00～17:00

イベントスペース東面 全国被害者支援ネットワーク関東甲信
越ブロック 「令和4年度質の向上研修上
半期研修会」

入場無料 (公社)被害者支援センターやまなし
055-228-8639（ササキ）

～

8月28日 (日) 28日
9:30～12:00

8月27日 (土) 14:30～
(14:20開場)

交流ルーム101 ワークショップ「SDGｓをゲームとブロッ
クで体感しよう!」

参加費　3,000円 SDGｓ　KAI
090-4223-1684（タナカ）
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8月27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）

8月27日 (土) 10:15～ 多目的ホール まーの・あ・まーの 入場無料
定員15組（40名）
申込締め切り日
8月20日
定員になり次第締め切り

まーの・あ・まーの事務局
0553-44-3746

8月28日 (日) 13:30～
(13:00開場)
15:30～
(15:15開場)

交流ルーム101 AI婚活しま専科 参加費　4980円 AI婚活しま専科
090-4279-6351（チャタニ）

8月28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）

8月29日 (月) 13:30～
(13:00開場)

多目的ホール 商店街人材育成セミナー 入場無料 山梨県産業政策課
055-223-1535

8月30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）

8月31日 (水) 10:00～ 交流ルーム103 銭娜二胡教室 参加費　6,050円 080-3278-6013（ソン）

8月31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）

以上
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