
令和5年(2023年)

1月

時 間 催し物名 内 容
主催者

（お問い合わせ先）

1月6日 (金) 10:00～
11:30
(9:40開場)

多目的ホール アナウンサーによる
小学生発声体験教室

参加費無料
別途テキスト代 1,650円

やまなしげんきキッズボイス
090-1053-9476

1月6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)

1月7日 (土) 13:30～15:00 多目的ホール 放送大学 公開講座 共催:山梨県
立図書館「かいぶらりシチズンカレッ
ジ」
人間と食品のかかわり

入場無料
定員40名

放送大学山梨学習センター
055-251-2238

1月7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）

1月8日 (日) 13:30～
16:00
(13:00開場)

多目的ホール かいぶらり朗読のつどい
新春合同朗読会

入場無料
定員40名 先着順
受付終了

山梨県立図書館総務企画課
055-255-1040

1月11日 (水) 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）

1月12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)

1月13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)

1月13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）

1月13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)

1月14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)

1月14日 (土) 9:30～10:30 交流ルーム 104 絵本で英語 入場無料 ラボ・パーティ 山梨
080-5683-2585(マセ)

1月15日 (日) 14:00～ 交流ルーム 104 ジェンダートークをしよう 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)

1月16日 (月) 14:30～
(14:00開場)
17:30～
(17:00開場)

イベントスペース やまなし性暴力被害者サポートセ
ンターに係る専門家研修会

入場無料 やまなし性暴力被害者サポートセン
ターかいさぽももこ
055-228-3120

1月16日 (月) 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）

1月17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)

※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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1月18日 (水) 18日～21日
10:00～18:00

イベントスペース 第21回やまなし県民文化祭
総合フェスティバル・展示部門
主催:山梨県・やまなし県民文
化祭実行委員会

やまなし・美の競演

入場無料 やまなし県民文化祭実行委員会
（山梨県 文化振興・文化財課内）
055-223-1797

～

1月22日 (日) 22日
10:00～16:00

1月18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）

1月18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)

1月19日 (木) 10:00～ 交流ルーム 102 幼児期からの五感教室 参加費　3,500円 055-263-8717(カサイ)

1月20日 (金) 13:00～ 交流ルーム 103 カメリア　貼絵 入場無料 カメリア
080-4468-1410(モモセ)

1月20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)

1月20日 (金) 10:40～
(10:30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）

1月20日 (金) 12:00～ 交流ルーム 104 銭娜二胡教室 参加費　6,050円 080-3278-6013（ソン）

1月21日 (土) 14:00～15:40
(13:30開場)

多目的ホール シネマかいぶらり 上映会
ミツバチのささやき

入場無料
定員45名 先着順
事前申し込み不要
会場へ直接お越しくださ
い

山梨県立図書館
055-255-1040

1月21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）

1月21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®教室
090-4939-1781（ミウラ）

1月21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)

1月24日 (火) 13:30～
(13:00開場)

イベントスペース 西面 山梨県地球温暖化防止活動推
進員研修会

入場無料 山梨県地球温暖化防止活動推進セン
ター
0551-48-8011（タムラ）

2 ページ



令和5年(2023年)

1月

時 間 催し物名 内 容
主催者

（お問い合わせ先）

※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

1月24日 (火) 10:30～ 交流ルーム 101 フラワーアレンジメント 参加費　4,400円 Orange Rose
080-5430-6331(ナトリ)

1月24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）

1月25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）

1月26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)

1月27日 (金) 13:00～
(12:30開場)
15:00～
(14:45開場)

イベントスペース 西面 日本弁理士会関東会
①「知財セミナー2022」
②「会員研修会『商標実務の考
え方』」

入場無料 日本弁理士会関東会
03-3519-2751

1月27日 (金) 14:00～15:30
(13:30開場)

多目的ホール かいぶらりシチズンカレッジ
認知症セミナー
認知症サポーター養成講座

入場無料
定員45名 先着順
お電話による申込のみ

山梨県立図書館
055-255-1040

1月27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）

1月27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)

1月28日 (土) 13:30～
(13:20開場)

イベントスペース 西面 HPVワクチン接種前に学んでみま
せんか?

入場無料 全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会
山梨支部
080-5470-0537（ミカミ）

1月28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)

1月29日 (日) 12:30～
(12:00開場)

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

1月30日 (月) 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）

1月31日 (火) 13:30～ イベントスペース 山梨県観光旅行産業コンプライアン
ス研修会

入場無料 山梨県観光文化部
055-223-3776(コバヤシ)

1月31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)

以上
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