
令和4年(2022年)

10月

時 間 催し物名 内 容
主催者

（お問い合わせ先）

10月1日 (土) 13:30～
(13:00開場)

イベントスペース 第16回山梨がんフォーラム
院内でゲノム解析ができる現状と
未来

入場無料 山梨県立図書館
055-255-1040

10月1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）

10月2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 山梨県立図書館協力会
055-255-1040

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

交流ルーム 102 公文書写教室　教室開設説明会 入場無料 公文エルアイエル
090-6650-8061(フクナガ)

10月4日 (火) 10:00～ 交流ルーム 103 龍胡堂二胡教室 レッスン 参加費
詳細は主催者様にお問い
合わせください

二胡龍胡堂
03-5942-5058(コマツ)

10月5日 (水) 9:30～
(9:15開場)

交流ルーム 101
201

公文書写教室　教室開設説明会 入場無料 公文エルアイエル
090-6650-8061(フクナガ)

10月6日 (木) 10:00～
(9:00開場)

イベントスペース
多目的ホール
交流ルーム 101

103
201

第81回日本公衆衛生学会総会 参加費
8,000～10,000円

第81回日本公衆衛生学会総会運営事
務局
03-5805-5261(ヨシノ)

～
10月9日 (日)

10月8日 (土) 8日
10:00～16:00

交流ルーム 102 市民参加プログラム「語り継ぐ、山梨
県の地方病（日本血吸虫症）制
圧の歴史」(第81回日本公衆衛生
学会総会 特別企画)

入場無料 山梨大学・学会市民参加型交流プログラ
ム担当
055-220-8595(ミヤモト)

～

10月9日 (日) 9日
10:00～14:00

10月7日 (金) 19:15～ 交流ルーム 104 Jazz Guitar Solo Space 入場無料 055-252-8054(イチノセ)

10月10日 (月) 11:30～
(10:30開場)

イベントスペース 東方甲州祭・第24幕
(東方Project作品の即売、コス
プレ)

参加費　700円 東方イベント・コミックチャレンジ受付
070-6454-5398

10月12日 (水) 12日
13:00～20:00
13日～15日
9:00～20:00
16日
9:00～18:00

イベントスペース 武蔵野美術大学校友会 10回 山
梨支部展 ムサビ展2022msb!

入場無料 武蔵野美術大学校友会 山梨支部
090-3479-2623(ホリウチ)

～

10月16日 (日) 16日
ムサビ展 第10回
記念交流会
MUSABI-
Party2022
16:00～17:30

※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 会 場

交流施設イベントインフォメーション
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10月12日 (水) 13:00～ 交流ルーム 102 カフアウクレレ教室 参加費　3,000円 カフアウクレレレッスン
090-1461-5726(ミツイ)

10月12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）

10月13日 (木) 12:00～
18:00～

交流ルーム 103
104

龍胡堂二胡教室 レッスン 参加費
詳細は主催者様にお問い
合わせください

二胡龍胡堂
03-5942-5058(コマツ)

10月13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）

10月14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)

10月14日 (金) ワークショップ
①13:30～
(13:15開場)

メンテナンス会
②13:30～
(13:15開場)

二胡ミニコンサート
③18:30～
(18:15開場)

多目的ホール 二胡龍胡堂ワークショップ＆メンテ
ナンス会＆無料ミニコンサート

参加費　2,000円
メンテナンス会、二胡ミニコン
サートは無料　予約制

二胡龍胡堂
03-5942-5058(コマツ)

10月14日 (金) 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）

10月14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)

10月15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）

10月16日 (日) 13:30～
(13:00開場)

多目的ホール 第11回山梨県中高生ジョイント
コンサート

入場無料 山梨県立図書館
055-255-1040

10月16日 (日) 11:00～17:00
※16:00受付終了

交流ルーム 101 里親相談会in甲府市 入場無料 地域総合子ども家庭支援センター・テラ
055-222-8012

10月17日 (月) 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）

10月18日 (火) 12:00～ 交流ルーム 103 龍胡堂二胡教室 レッスン 参加費
詳細は主催者様にお問い
合わせください

二胡龍胡堂
03-5942-5058(コマツ)

10月19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
（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)

10月19日 (水) 13:00～ 交流ルーム 104 カフアウクレレ教室 参加費　3,000円 カフアウクレレレッスン
090-1461-5726(ミツイ)

10月20日 (木) 10:00～11:30
(受付9:45～)

多目的ホール 図書館でたのしむ子育てinかいぶ
らり

入場無料
0～3歳までの未就園児
と保護者対象
電話申込のみ先着10
組(30名)9月21日より
受付

山梨県立図書館
055-255-1040

10月20日 (木) 14:00～ 多目的ホール 第3回 子どもの読書オープンカ
レッジ
『蒼い夜の狼たち』の背景～狼信
仰と七ツ石神社～

入場無料
定員35名
申込締切日 10月18日
定員になり次第受付終
了

山梨県立図書館
055-255-1040
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10月21日 (金) 21日
13:00～17:00
22日
10:00～17:00

交流ルーム 101
102

手でみるプロジェクト2022『ふれてみ
る展覧会』

入場無料 山梨県立図書館
055-255-1040

～
10月23日 (日) 23日

10:00～16:00

10月20日 (木) 10:30～ 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)

10月20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）

10月21日 (金) 21日
13:00～18:00

イベントスペース 山梨県書道会 教育書道展 入場無料 山梨県書道会
090-7206-2257(クボタ)

～ 22日
9:00～18:00

10月23日 (日) 23日
9:00～16:00

10月21日 (金) 12:00～ 交流ルーム 103 銭娜二胡教室 参加費　6,050円 080-3278-6013（ソン）

10月21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)

10月22日 (土) 9:30～10:30 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）

10月23日 (日) 10:00～12:00 交流ルーム 104 お薬相談会 入場無料 (公社)甲府市薬剤師会
055-236-5200(オオクボ)

10月25日 (火) 10:30～
(10:00開場)

イベントスペース
交流ルーム 101

102
103
201

山梨県こども赤十字祭り 入場無料 日本赤十字社山梨県支部
055-251-6711(サカキバラ)

10月27日 (木) 13:00～16:00
17:00～18:00

交流ルーム 104 龍胡堂二胡教室 レッスン 参加費
詳細は主催者様にお問い
合わせください

二胡龍胡堂
03-5942-5058(コマツ)

10月28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)

10月28日 (金) 18:40～
(18:30開場)

多目的ホール ワライカフェ（大学生・社会人交流
会）

参加費　1,000円 山梨大学 ワライラボ
070-4409-7568(オオハシ)

10月28日 (金) 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）

10月28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)

10月29日 (土) 29日
11:00～18:00

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

～

10月30日 (日) 30日
10:00～17:00
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10月29日 (土) 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

(株)まるしごと
0553-88-9722(マルヤマ)

10月29日 (土) 18:45～
(18:00開場)

多目的ホール MUJINbrass 7th Concert 参加費　500円 MUJINbrass
090-7264-6817(イチノセ)

10月29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）

10月29日 (土) 10:00～
(9:00開場)

交流ルーム 104 スマホ勉強会 入場無料 NPO法人パソコンサークルあっとほーむ
055-265-3902（コバヤシ）

10月30日 (日) 13:00～
(12:30開場)

イベントスペース 東面 大日本茶道学会 会⾧による茶
道講座

参加費　2,000円 大日本茶道学会 山梨支部
080-3094-5037（イナバ）

10月31日 (月) 10:00～ イベントスペース 西面 バードカービング 入場無料 清水正廣バードカービング教室
0551-26-3098（シミズ）

以上
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