
令和4年(2022年)

11月

時 間 催し物名 内 容
主催者

（お問い合わせ先）

11月1日 (火) 1日
9:00～17:00
2日
9:00～16:00

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）

～

11月2日 (水)

11月1日 (火) 15:00～ 交流ルーム 101 総がかり実行委員会 入場無料 総がかり山梨実行委員会
090-6366-3777(ヒダカ)

11月1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)

11月2日 (水) 17:00～ 交流ルーム 101 藤川賢治先生 お話会 参加費　100円 こどもコロナプラットフォーム山梨県賛同者
の会
090-8004-3031(ムラマツ)

11月3日 (木) 18:45～
(18:30開場)

多目的ホール 武器としての落語 天才談志が教
えてくれた 人生の闘い方
立川談慶
『出版記念落語会+直筆サイン
入り著者プレゼント』

参加費
前売り 3,200円
当日 3,500円

MaNa合同会社
070-6559-7329(ナガヌマ)

11月4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)

11月5日 (土) 17:00～ イベントスペース 西 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)

11月6日 (日) 6日
12:00～21:00
7日～8日
9:00～21:00
9日
9:00～16:00

上映会
8日
10:00～
(9:30開場)
14:00～
(13:30開場)

イベントスペース

多目的ホール

西 18トリソミーの子どもたち写真展

「うまれる」 「ずっと、いっしょ。」ダブル
上映会

入場無料

入場無料
要予約 定員50名

team18
ponette74@yahoo.ne.jp(スギヤマ)

～
11月9日 (水)

11月6日 (日) 13:30～14:45 交流ルーム 101 ききみみずきんおはなしの会 秋の
おはなしのつどい

入場無料
定員10名
要申込 先着順

山梨県立図書館
055-255-1040

11月7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）

11月7日 (月) 10:00～ 交流ルーム 201 マザーズコーチング 参加費　7,700円 055-263-8717(カサイ)

※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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11月9日 (水) 13:30～
(13:00開場)

多目的ホール 日本歌人クラブ甲信越ブロック大
会

参加費　500円
定員数 50名

日本歌人クラブ山梨支部
090-2225-4648(シラクラ)

11月10日 (木) 14:00～ 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)

11月10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）

11月11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)

11月12日 (土) 11:00～16:00 イベントスペース マイナビ転職フェア 甲府 参加費　2,500円 マイナビ転職フェア運営事務局
mt-tenshoku-fair@mynavi.jp

11月12日 (土) 14:00～16:00 多目的ホール 日本熊森協会 森山 まり子名誉
会⾧講演会

入場無料 日本熊森協会 山梨県支部
090-2551-1174(サカナイ)

11月12日 (土) 13:00～ 交流ルーム 103 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)

11月12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）

11月12日 (土) 17:30～
(17:00開場)
19:30～
(19:00開場)

交流ルーム 201
202

はなしま専科 参加費　4,980円 はなしま専科
080-3774-6351

11月15日 (火) 18:30～
(18:00開場)

交流ルーム 101 JPSA山梨支部　定例会 参加費　500円 一般社団法人日本プロスピーカー協会
090-1553-0853(ムラマツ)

11月15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)

11月16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)

11月18日 (金) 10:00～17:30 イベントスペース 東面 文化芸術祭 入場無料 甲府市医師会
055-226-3618(ハセベ)

～

11月20日 (日)

11月18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）

11月18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)

11月19日 (土) 15:30～
(15:00開場)

多目的ホール ムジカ エテルナ 甲府 第100回
定期公演

参加費
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)
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11月19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)

11月20日 (日) 10:00～
(9:30開場)

多目的ホール 「新山梨県立図書館開館10周
年記念コンサート～芸術の秋にの
せて～」

入場無料 山梨県立図書館指定管理者 SPSやまな
し
055-255-1041、または図書館1階 総
合案内

11月20日 (日) 14:00～
(13:30開場)

多目的ホール かいぶらり朗読の集い県民の日朗
読会

入場無料
定員45名
先着順

山梨県立図書館
055-255-1040

11月21日 (月) 9:00～ 交流ルーム 103 やまなし産学官連携研究交流事
業 相談会

入場無料 山梨県 産業労働部 産業振興課
055-223-1541(ヤザキ)

11月21日 (月) イベントスペース 西面 UTY×山梨フジカラー×第一生
命甲府支社　＃山梨だいすきフォ
トコンテスト2022展覧会

入場無料

～ ※11月23日(水)特別イベント「チェ
キでしおりを作ろう!」

11月26日 (土) 時間10:00-12:00、13:00-
15:00イベントスペース西面/入場無
料

11月22日 (火) 9:00～ 交流ルーム 104 やまなし産学官連携研究交流事
業 相談会

入場無料 山梨県 産業労働部 産業振興課
055-223-1541(ヤザキ)

11月22日 (火) 22日
13:00～18:30
23日、24日
10:00～18:30

交流ルーム 101 emiフラワーペイント　トールペイン
ト生徒作品展

入場無料
※ワークショップ参加者様の
み参加費 1,100円

emiフラワーペイント
080-1057-7533(ハヤカワ)

～

11月25日 (金) 25日
10:00～16:00

11月24日 (木) 24日～26日
10:00～18:00

イベントスペース 東面 第4回 守拙書道会展 入場無料 守拙書道会
080-5510-4058(イガワ レンスイ)

～

11月27日 (日) 27日
10:00～17:00

11月24日 (木) 13:00～
17:00～

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)

11月24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）

11月25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)

11月25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）

11月25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)

9時30分～17時
（21日のみ13時
～17時、26日の
み9時～15時）
※最終入場は30
分前

 株式会社テレビ山梨/山梨県立図書館
指定管理者きらっとやまなし共同事業体

問合せ:テレビ山梨　＃山梨だいすきフォト
コンテスト実行委員会
055-232-1118（平日9:30～
18:30)
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11月25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）

11月26日 (土) 10:00～
(9:00開場)

交流ルーム 102 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)

11月26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）

11月26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)

11月27日 (日) 13:00～
(12:30開場)

イベントスペース 西面 賢い家づくり勉強会 入場無料 (有)エンドウ工務店
055-284-8080

11月27日 (日) 11:00～15:00 交流ルーム 101 おはなし☆おはなし2022「えほんマル
シェ」～子どもに本の出会いとよろこび
を～

入場無料 山梨県立図書館
055-255-1040

11月29日 (火) 13:10～
(12:50開場)

イベントスペース
多目的ホール
交流ルーム 101

令和4年度製菓衛生師試験 参加費　9,400円 山梨県福祉保健部衛生薬務課
055-223-1489(ヨコモリ)

11月30日 (水) 10:00～15:00 交流ルーム 102 山梨県立男女共同参画推進セン
ター ぴゅあ総合 普及・啓発事業 女
性キャリアアップセミナー キャリアコンサ
ルタントと考えるあなたのキャリアパス

入場無料
定員12名

山梨県男女共同参画推進センター
055-235-4171(アメミヤ)

11月30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）

以上
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