
令和5年(2023年)

3月

時 間 催し物名 内 容
主催者

（お問い合わせ先）

3月2日 (木) 10:00～
(9:40開場)

多目的ホール 子どもも大人も!脱・完璧主義で人
生が大きく動く　子育て・ウェルビーイン
グ講演会

入場無料 いづみ幼稚園
055-228-4011(イワタ)

3月2日 (木) 13:15～
(13:00開場)

交流ルーム 101
201

新卒採用面接 入場無料 （株）いちやまマート
055-278-6000(アリノ)

3月3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)

3月3日 (金) 10:00～ 交流ルーム 103 マザーズコーチング 参加費 7,700円 マザーズコーチングスクール
055-263-8717(カサイ)

3月3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)

3月4日 (土) 4日
10:00～18:00

イベントスペース 西面 第66回いけばな院展 入場無料 古流清光会
055-233-2779(イナバ)

～

3月5日 (日) 5日
10:00～17:00

3月4日 (土) 19:00～
(18:45開場)

多目的ホール チェロ アンサンブルコンサート 入場無料 チェロアンサンブル
090-7635-2015(カワテ)

3月4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）

3月4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)

3月4日 (土) 13:00～
(12:00開場)

交流ルーム 201 健康科学大学看護学部 早春
個別相談会（参加予約制）

入場無料 健康科学大学看護学部
0554-46-6600(フルヤ)

3月5日 (日) 10:00～
(9:45開場)

交流ルーム 101 ことばのひろば ルーマニアチャチャ
チャ!日本チャチャチャ!

入場無料
定員12名　先着12名
小学生以上　事前申込不
要

山梨県立図書館
055-255-1040

3月5日 (日) 13:00～16:00 交流ルーム 202 ほっと!相談 入場無料 山梨「ほっ!と相談」実行委員会
0553-37-2561(ヤマグチ)

3月6日 (月) 13:30～ 多目的ホール 令和4年度ホスピタリティ向上セミナー 入場無料 （公社）やまなし観光推進機構
055-231-2722(ナカムラ)

3月6日 (月) 10:00～
(9:45開場)
13:30～
(13:15開場)

交流ルーム 101 （株）オギノ　会社説明会 入場無料 ㈱オギノ人事部
055-227-7111(ケンモツ)

3月6日 (月) 10:00～
14:00～

交流ルーム 104 住もおか　しずおか伊豆の国　おしごと
相談会 ご招待

入場無料 太陽技研㈱
055-947-1844(ワキタ)

※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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令和5年(2023年)

3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

3月6日 (月) 13:00～ 交流ルーム 202 日総工産(株) 面接会 入場無料 日総工産(株)
090-6108-6402（クマガイ）

3月7日 (火) 9:30～
(9:00開場)

交流ルーム 103 山梨朝祷会 入場無料 山梨朝祷会
03-6698-3319

3月7日 (火) 19:05～ 交流ルーム 103 ズンバサークル　Kira Kira 入場無料
詳細は主催者様にお問い
合わせください

公式LINE　＠825bkuhu
instagram　chanrie_2_kira2

3月7日 (火) 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)

3月8日 (水) 18:00～ イベントスペース 西面 キックオフパーティー（サイクルロード
レースチーム）

入場無料 (合)アヴニールサイクリング
080-6718-3805(ミズノ)

3月8日 (水) 14:30～
(14:00開場)

多目的ホール DV防止法改正・女性支援新法
を学ぶー国際女性デーに寄せ
てー

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)

3月18日 (土) 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）

3月9日 (木) 10:00～
14:00～

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
090-7196-7258(コマツ)

3月9日 (木) 13:15～
(13:00開場)

交流ルーム 201
202

新卒採用面接 入場無料 ㈱いちやまマート
055-278-6000(アリノ)

3月10日 (金) 10:00～
(9:45開場)
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 ㈱オギノ人事部
055-227-7111(ケンモツ)

3月10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）

3月10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)

3月11日 (土) 17:00～ イベントスペース 西面 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)

3月11日 (土) 14:00～
(13:30開場)

多目的ホール おんがくかいぶらりVol.41
Calces　カルチェス

入場無料
定員45名 先着順
受付終了

山梨県立図書館
055-255-1040

3月14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 ㈱オギノ人事部
055-227-7111(ケンモツ)
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令和5年(2023年)

3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

3月14日 (火) 19:05～ 交流ルーム 104 ズンバサークル　Kira Kira 参加費　500円
詳細は主催者様にお問い
合わせください
※事前申込制

公式LINE　＠825bkuhu
instagram　chanrie_2_kira2

3月14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）

3月15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)

3月16日 (木) 13:00～ 交流ルーム 202 遺言・相続無料相談会 入場無料 相続ふれあい相談室
0120-13-7835(ヒラマツ)

3月17日 (金) 14:30～
(14:00開場)

イベントスペース 西面 やまなし交流サロン 入場無料 055-223-1358(フジハラ)

3月17日 (金) 14:00～
(13:30開場)

多目的ホール かいぶらりシチズンカレッジ 防災セミ
ナー
甲府地方気象台出前講座
「地震・台風・火山に備える」

入場無料
定員45名 先着順
電話による申込のみ

山梨県立図書館
055-255-1040

3月17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）

3月17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)

3月17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）

3月17日 (金) 13:15～
(13:00開場)

交流ルーム 104
202

新卒採用面接 入場無料 ㈱いちやまマート
055-278-6000(アリノ)

3月18日 (土) 13:00～
(12:30開場)

イベントスペース 第2回 障がい者が本音を語る! 入場無料 山梨県ボッチャ協会
090-1509-5868(コバヤシ)

3月19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
事前申込み
定員14名

山梨県立図書館
055-255-1040

3月20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）

3月21日 (火) 9:25～
(9:10開場)
10:45～
(10:30開場)

多目的ホール SPEECH　DAY　(スピーチ発表
会)

入場無料 イングリッシュ・エクスプレス(合)
055-237-0311(ジョーンズ)
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令和5年(2023年)

3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

3月21日 (火) 10:00～
(9:45開場)
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 ㈱オギノ人事部
055-227-7111(ケンモツ)

3月21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)

3月21日 (火) 19:05～ 交流ルーム 104 ズンバサークル　Kira Kira 参加費　500円
詳細は主催者様にお問い
合わせください
※事前申込制

公式LINE　＠825bkuhu
instagram　chanrie_2_kira2

3月21日 (火) 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）

3月22日 (水) 18:00～ 多目的ホール ゴスペルコンサート 入場無料 甲府愛のキリスト協会
080-5685-1241(ムン)

3月22日 (水) 10:30～
(10:00開場)

交流ルーム 101 『子どもの才能（育脳）発見 講座』 入場無料 (社)日本パーソナルコミュニケーション協会
090-3068-7370(ヨシダ)

3月22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）

3月23日 (木) 23日
13:00～16:30

イベントスペース 西面 山梨藍筍会展 入場無料 山梨藍筍会
055-282-2859（イシカワ）

～

3月26日 (日) 24日～25日
9:00～17:00

26日
9:00～16:00

3月23日 (木) 13:15～
(13:00開場)

交流ルーム 102
202

新卒採用面接 入場無料 ㈱いちやまマート
055-278-6000(アリノ)

3月23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)

3月23日 (木) 13:30～
(13:00開場)

交流ルーム 201 ユニ・テクノロジー　会社説明会 入場無料 ㈱ユニ・テクノロジー
0555-24-5400(ハダ)

3月24日 (金) 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）

3月24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)

3月25日 (土) 14:00～
(13:30開場)

イベントスペース 東面 卒業式・終業式 入場無料 KG高等学院通信制甲府駅キャンパス
055-242-8308(サカモト)
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令和5年(2023年)

3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

3月25日 (土) 11:00～16:00
(15:00受付終
了)

交流ルーム 101
102

里親相談会 入場無料 地域総合子ども家庭支援センター・テラ
055-222-8012

3月25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）

3月25日 (土) 9:00～ 交流ルーム 202 レジリエンスアート ワークショップ 参加費　1,500円 055-263-8717(カサイ)

3月26日 (日) 13:00～
(12:30開場)

イベントスペース 東面 「後悔しない家づくり勉強会」 入場無料 (有)エンドウ工務店
055-232-3715

3月26日 (日) 14:00～15:30 多目的ホール 電気学会東京支部山梨支所主
催
こどもサイエンス教室～「音」の実
験～

入場無料
先着30名

電気学会 山梨支所
yano@yamanashi.ac.jp
※3/21までに受付確認メールをこちらから
送信します。メールが送信されない場合は
お手数ですが再度申し込みメールをお送り
ください。

3月26日 (日) 10:30～
(10:15開場)

交流ルーム 104 ０～３歳 親子リズム ずむずむ® 体
験レッスン

参加費　1,000円 伊藤音楽教室
080-7966-2267(イトウ)

3月25日 (金) 17:00～
（16:30開場）

多目的ホール MUJINbrass　8th　concert 参加費    500円 MUJINbrass
090-7264-6817（イチノセ）

3月28日 (火) 19:05～ 交流ルーム 104 ズンバサークル　Kira Kira 参加費　500円
詳細は主催者様にお問い
合わせください
※事前申込制

公式LINE　＠825bkuhu
instagram　chanrie_2_kira2

3月28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）

3月29日 (水) 10:30～
(10:00開場)

交流ルーム 101 『子どもの才能（育脳）発見 講座』 入場無料 (社)日本パーソナルコミュニケーション協会
090-3068-7370(ヨシダ)

3月30日 (木) 10:30～ 交流ルーム 102 富士産業（株）　会社説明会 入場無料 富士産業㈱ ⾧野事業部 総務課
026-228-0855(サトウ)

3月30日 (木) 13:15～
(13:00開場)

交流ルーム 201
202

新卒採用面接 入場無料 ㈱いちやまマート
055-278-6000(アリノ)

以上
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