
令和4年(2022年)

12月

時 間 催し物名 内 容
主催者

（お問い合わせ先）

12月2日 (金) 15:30～ 交流ルーム 102 何でも相談!他では聴けない本音
トーク

入場無料 健康科学大学看護学部
0554-54-6600(フルヤ)

12月2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)

12月3日 (土) 13:30～15:00

16:00～17:00

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」

放送大学スペシャル講演会

入場無料
それぞれ定員40名

放送大学山梨学習センター
055-251-2238

12月3日 (土) 15:30～ 交流ルーム 102 何でも相談!他では聴けない本音
トーク

入場無料 健康科学大学看護学部
0554-54-6600(フルヤ)

12月3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）

12月3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)

12月4日 (日) 18:00～
(17:30開場)

多目的ホール Cello and Strings Ensemble
Concert
ARKアンサンブルコンサートVol.9

入場無料
定員40名

ARKアンサンブル
080-5696-0755（イノマタ）

12月4日 (日) 10:00～18:00 交流ルーム 101 相談会 入場無料 ㈱地場工務店
080-3009-0589(フジナミ)

12月4日 (日) 12:00～ 交流ルーム 102 山梨バックギャモン愛好会 参加費　100円 山梨バックギャモン愛好会
070-8367-6783(コウ)

12月5日 (月) 10:00～ 交流ルーム 103 マザーズコーチング 参加費　8,800円 ママと子どものコミニケーションスクール
アトリエプレジール
055-263-8717(カサイ)

12月5日 (月) 13:00～ 交流ルーム 201 日総工産(株) 面接会 入場無料 日総工産(株)
090-6108-6402（クマガイ）

12月6日 (火) 6日
13:00～19:00
7日～8日
10:00～19:00

イベントスペース パッチワークキルト
O.Q.S全国展in甲府

入場無料 O.Q.S＆フレンドリーキルトサークル
0553-26-2937(ツガネ)

～

12月9日 (金) 9日
10:00～15:00

12月6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)

12月6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
090-7196-7258(コマツ)

12月8日 (木) 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
090-7196-7258(コマツ)

12月8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）

12月9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)

12月9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）

※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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12月9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)

12月10日 (土) 13:00～ イベントスペース 第19回やまなし留学生スピーチコンテ
スト 私を変えてくれた出会い

入場無料 やまなし留学生スピーチコンテスト実行委
員会
055-244-6707
jimukyoku@ucon-yamanashi.jp

12月10日 (土) 17:00～ 多目的ホール 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)

12月10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）

12月11日 (日) 14:00～14:30 交流ルーム 101 外国語の絵本読み聞かせ 入場無料
定員12名
事前申し込み

山梨県立図書館
055-255-1040

12月11日 (日) 10:00～
(9:45開場)

交流ルーム 102 ことばのひろば ガーナチャチャチャ!
日本チャチャチャ!

入場無料 山梨県立図書館
055-255-1040

12月13日 (火) 13:00～ 交流ルーム 104 日総工産(株) 面接会 入場無料 日総工産(株)
090-6108-6402（クマガイ）

12月14日 (水) 11:00～
13:00～

交流ルーム 103
104

銭娜二胡教室 参加費　6,050円 080-3278-6013（ソン）

12月14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年代頃のヨーロッパのビーズ
を使用してアクセサリーを作ります

参加費　2,200円 アトリエソレイユ
090-4388-6466(ナイトウ)

12月15日 (木) 14:00～
(13:15開場)

イベントスペース 第4回　中部横断自動車道開通
記念　リレーシンポジウム（総括）

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)

12月15日 (木) 10:30～ 交流ルーム 101 幼児期からの五感教室 参加費　3,500円 055-263-8717(カサイ)

12月15日 (木) 13:00～18:00 交流ルーム 101 出版相談会（主催:山梨日日
新聞 後援:文芸社）

入場無料
定員30名
予約制

文芸社出版相談会事務局
0120-55-1148

12月16日 (金) 10:00～17:00 交流ルーム 101 出版相談会（主催:山梨日日
新聞 後援:文芸社）

入場無料
定員30名
予約制

文芸社出版相談会事務局
0120-55-1148

12月16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）

12月16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)

12月16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）

12月17日 (土) 14:00～
(13:30開場)

イベントスペース おんがくかいぶらりVol.40
奥田徹(尺八) 奥田伊予子(箏)

入場無料 山梨県立図書館 総務企画課
055-255-1040

12月18日 (日) 13:30～
(13:00開場)

イベントスペース 山梨がんサミット2022年第3弾　かい
ぶらり健康フォーラム
み～んなに聞いて欲しい!
「よく知って自分をまもろう～女性のから
だと性」

入場無料 NPO法人がんフォーラム山梨（事務局）
055-252-7687
（月～土 午後2時～午後4時）
a-hanamizuki@theia.ocn.ne.jp
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12月19日 (月) 13:00～ 交流ルーム 201 日総工産(株) 面接会 入場無料 日総工産(株)
090-6108-6402（クマガイ）

12月20日 (火) 18:30～
(18:00開場)

イベントスペース 西面 JPSA 山梨支部 69回定例会 参加費　500円 (一財)日本プロスピーカー協会
090-1553-0853(ムラマツ)

12月20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)

12月22日 (木) 10:30～
(10:20開場)

交流ルーム 102 ママのためのヨガレッスン 参加費　1,500円 ヨガ講師　山本りの
yogaformom.15@gmail.com

12月22日 (木) 10:00～ 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
090-7196-7258(コマツ)

12月23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)

12月23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）

12月23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)

12月24日 (土) 15:00～
(14:45開場)

多目的ホール きいてけし コンサートvol.44 参加費　2,000円 きいてけしアンサンブル
0551-45-8278(スズキ)

12月24日 (土) 13:00～ 交流ルーム 104 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）

12月25日 (日) 17:00～ 多目的ホール 聖書と演劇 入場無料 055-252-6119(ムン)

12月27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(株)
090-6108-6402（クマガイ）

12月28日 (水) 10:00～11:40
12:10～13:50
14:20～16:00
16:30～18:10

多目的ホール 寺社スタグラム returns
(事前予約型謎解きゲーム)

入場無料 寺社スタグラム
jishastagramreturns@gmail.com

12月28日 (水) 10:00～ 交流ルーム 104 銭娜二胡教室 参加費　6,050円 080-3278-6013（ソン）

以上
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