
平成30年(2018年)

2月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

2月1日 (木) 1回目　14:00〜
2回目　17:00〜
3回目　19:00〜

交流ルーム 101 フラワーアレンジメント 受講料　5,000円 クラスサロン⼭梨
080-5430-6331(ナトリ)

2月2日 (⾦) 13:30〜
(開場　13:00)

イベントスペース ⻄⾯ ⼭梨県司法書⼠会調停セン
ター　研修会

会費　500円 ⼭梨県司法書⼠会調停センター
055-253-6900(ヤザキ)

2月2日 (⾦) 14:00〜
(開場　13:00)

交流ルーム 202 ㈱バローホールディングス
ショートインターンシップ

⼊場無料 (株)バローホールディングス
0574-60-0861(ワタナベ)

2月3日 (土) 18:30〜 多目的ホール アートマネジメント連続講座2017冬
の部　地域に架ける文化の橋-Part2
『地域における博物館・美術
館の役割』 第3回

⼊場無料 ⼭梨⼤学教育学部
055-220-8275(ムラマツ)

2月3日 (土) 10:00〜 交流ルーム 102 初めの一歩　　英語・スペイン
語レッスン(全5回)

受講料　8,000円
※5回分(詳細はお
問合せください)

090-5587-0409(イエム)

2月3日 (土) 13:00〜 交流ルーム 101 ㈱アシストエジニアリング
お仕事相談会

⼊場無料 (株)アシストエンジニアリング
055-274-8117(ゴウノ)

2月4日 (日) 10:00〜
(開場　9:00)

イベントスペース 全⾯ 第107回　看護師国家試験
対策講座(ラスパV講座)

受講料　5,000円 ⻄東京予備校
055-253-1311(ミツイ)

2月4日 (日) 9:00〜 交流ルーム 102 ㈱アシストエジニアリング
お仕事相談会

⼊場無料 (株)アシストエンジニアリング
055-274-8117(ゴウノ)

2月4日 (日) 10:00〜 交流ルーム 101 Ｒｅ+　ヨガ 参加費　700円 Ｒｅ+
080-5412-9855(タケダ)

2月4日 (日) 13:30〜
(開場　13:15)

交流ルーム 102 夢のとき　はなよめ学校
オープンスクール

参加費　2,000円
※ペアで参加の場合
は、2人で3,000円

夢のとき
090-3340-7349(ヨダ)

2月4日 (日) 1回目　16:40〜
2回目　19:00〜

交流ルーム 102 スマイルステージ
婚活パーティー

参加費　3,000円 ㈱スマイルステージ
050-3595-4523(予約センター)

2月6日 (火) 15:00〜 交流ルーム 104 9条実⾏委員会 ⼊場無料 090-1430-3743(フカサワ)

2月7日 (水) 10:30〜
(開場　10:00)

イベントスペース
多目的ホール

全⾯ 平成29年度
｢福祉の仕事セミナー｣

⼊場無料
(県内の高校生を対象に福祉
の仕事に対する魅⼒を伝え
る)

(福)⼭梨県社会福祉協議会
055-254-8610(ネヅ)

2月7日 (水) 10:00〜 交流ルーム 104 リトピュア　リトミック 参加費　500円 リトピュア　リトミック
090-4002-0089(オノ)

2月7日 (水) 13:00〜 交流ルーム 102 第1回やまなしシニア就労セミ
ナー：小売り分野
就労希望者勉強会

⼊場無料 (一社)セカンドライフファクトリー
04-7100-8023(カザマ)

2月7日 (水) 13:00〜 交流ルーム 103 健康教室「おもしろ講座」 ⼊場無料 人生いきいき推進協議会
055-252-3473(サカイ)

2月8日 (木) 16:30〜
(開場　16:00)

イベントスペース ⻄⾯ 平成29年度
⻘少年⾚⼗字メンバー表彰式

⼊場無料 日本⾚⼗字社⼭梨県⽀部
055-251-6711(サノ)

2月8日 (木) 13:00〜 交流ルーム 202 パステル画講習会 受講料　2,500円 加藤芸術アカデミーパステル画学科
055-988-2905(カトウ)

2月8日 (木) 18:00〜
(開場　17:30)

交流ルーム 101 アニメ声優体験ワークショップ 参加費　2,000円 ⼭梨アートカレッジプロジェクト
y.artcp@gmeil.com (オザワ)

2月9日 (⾦) 9:00〜 交流ルーム 103
104

銭娜二胡教室 受講料　5,940円 銭娜二胡教室
080-3278-6013(ソン)

2月9日 (⾦) 12:00〜 交流ルーム 103 カメリア　パート3　「新聞アート」 ⼊場無料 カメリア
080-4468-1410(モモセ)

2月9日 (⾦) 13:00〜 交流ルーム 201 日本熊森協会　⼭梨県⽀部 ⼊場無料 日本熊森協会　⼭梨県⽀部
090-2551-1174(サカナイ)

日 程 会 場

※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。※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。※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。※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。

交流施設イベントインフォメーション
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2月10日 (土) 13:00〜 イベントスペース 全⾯ ⼭梨秀峰調理師専門学校
第13回卒業進級作品展

⼊場無料 ⼭梨秀峰調理師専門学校
055-242-2223

2月10日 (土) 18:30〜 多目的ホール アートマネジメント連続講座2017冬
の部　地域に架ける文化の橋-Part2
『地域における博物館・美術
館の役割』 第4回

⼊場無料 ⼭梨⼤学教育学部
055-220-8275(ムラマツ)

2月10日 (土) 10:00〜 交流ルーム 102 初めの一歩　　英語・スペイン
語レッスン(全5回)

受講料　8,000円
※5回分(詳細はお
問合せください)

090-5587-0409(イエム)

2月11日 (日) 10:30〜 イベントスペース 全⾯ ウエノ薬局グループ
健康フェスタ

⼊場無料 ウエノ薬局グループ
055-222-2131(健康フェスタ担当)

2月11日 (日) 19:00〜
(開場　18:30)

イベントスペース 全⾯ 甲斐ゼミナール
春の中学進学説明会

⼊場無料 甲斐ゼミナール
055-251-5560(キクタ)

2月11日 (日) 13:00〜 交流ルーム 101 短歌歌評会 ⼊場無料 みぎわ短歌会
055-276-9810(サワイ)

2月11日 (日) 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
055-225-2011(ミツイ)

2月12日 (月) 10:00〜 多目的ホール ピア・カウンセリングセミナー 参加費　500円 障がい者当時者会みのあか
090-6946-3851(ナカムラ)

2月12日 (月) 19:00〜
(開場　18:30)

多目的ホール 甲斐ゼミナール
附属中新1年 親⼦ガイダンス

⼊場無料 甲斐ゼミナール
055-251-5560(キクタ)

2月12日 (月) 9:00〜 交流ルーム 201 ㈱アシストエジニアリング
お仕事相談会

⼊場無料 (株)アシストエンジニアリング
055-274-8117(ゴウノ)

2月12日 (月) 13:00〜 交流ルーム 102 ボードゲーム会 ⼊場無料 ⼭梨ボードゲーム研究会「きゅうらく｣
tukueryunosuke@gmail.com
(サイグサ)

2月12日 (月) 14:00〜 交流ルーム 103 毎日新聞奨学⾦制度
説明会

⼊場無料 毎日育英会
0120-098-098(⼭梨県募集担当)

2月12日 (月) 1回目　14:00〜
2回目　16:00〜
3回目　18:00〜
(各回とも開場は開始の
10分前より)

交流ルーム 201 スマイルステージ
婚活パーティー

参加費　3,000円 ㈱スマイルステージ
050-3595-4523(予約センター)

2月14日 (水) 11:00〜
(開場　10:40)

交流ルーム 104 ヒューマンアカデミーロボット教
室 FC加盟説明会

⼊場無料 ヒューマンアカデミー株式会社
03-6846-0394(オオバ)

2月14日 (水) 13:00〜 交流ルーム 102 第1回やまなしシニア就労セミ
ナー：小売り分野
就労希望者勉強会

⼊場無料 (一社)セカンドライフファクトリー
04-7100-8023(カザマ)

2月14日 (水) 13:00〜 交流ルーム 202 健康教室「おもしろ講座」 ⼊場無料 人生いきいき推進協議会
055-252-3473(サカイ)

2月15日 (木) 1回目　14:00〜
2回目　17:30〜
3回目　19:00〜

交流ルーム 202 フラワーアレンジメント 受講料　5,000円 クラスサロン⼭梨
080-5430-6331(ナトリ)

2月16日 (⾦) 13:00〜 交流ルーム 201 障がい当事者会みのあか
定例会

⼊場無料 障がい者当時者会みのあか
090-6946-3851(ナカムラ)

2月17日 (土) 9:00〜 交流ルーム 201 ㈱アシストエジニアリング
お仕事相談会

⼊場無料 (株)アシストエンジニアリング
055-274-8117(ゴウノ)

2月17日 (土) 9:00〜 交流ルーム 102
201

コンドルタクシーグループ
会社説明会

⼊場無料 第三コンドルタクシー㈱
03-3312-0176(スドウ)
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2月17日 (土) 10:00〜 交流ルーム 202 初めの一歩　　英語・スペイン
語レッスン(全5回)

受講料　8,000円
※5回分(詳細はお
問合せください)

090-5587-0409(イエム)

2月18日 (日) 9:00〜 交流ルーム 201 ㈱アシストエジニアリング
お仕事相談会

⼊場無料 (株)アシストエンジニアリング
055-274-8117(ゴウノ)

2月18日 (日) 10:00〜
(開場　9:30)

交流ルーム 102 精神医療における精神症状
評価と初期診療
PEECコース(講習会)

受講料　8,000円 ⼭梨県⽴中央病院
055-253-7111(エンドウ)

2月18日 (日) 10:00〜 交流ルーム 104 Ｒｅ+　ヨガ 参加費　700円 Ｒｅ+
080-5412-9855(タケダ)

2月18日 (日) 12:00〜 交流ルーム 103 甲府の寺小屋 ⼊場無料 やさしいお坊さんの心の相談所
090-6952-8646(ヤマモト)

2月19日 (月) 9:00〜 交流ルーム 202 メンターカフェ ⼊場無料 おやラボ
090-6103-2646

2月21日 (水) 17:30〜
(開場　17:00)

多目的ホール 平成29年度⼭梨⼤学教育
学部　第2回教育フォーラム

⼊場無料 ⼭梨⼤学教育学部
055-220-8100(ナカムラ)

2月21日 (水) 10:00〜 交流ルーム 201 ⼦どものやる気を引き出す｢魔
法の質問｣

参加費　500円 マザーズコーチングスクール
090-3347-8717(カサイ)

2月21日 (水) 13:00〜 交流ルーム 104 第1回やまなしシニア就労セミ
ナー：小売り分野
就労希望者勉強会

⼊場無料 (一社)セカンドライフファクトリー
04-7100-8023(カザマ)

2月21日 (水) 14:00〜
(開場　13:00)

交流ルーム 202 ㈱バローホールディングス
ショートインターンシップ

⼊場無料 (株)バローホールディングス
0574-60-0861(ワタナベ)

2月21日 (水) 18:00〜 交流ルーム 103 ヴィンテージビーズに魅せられて
(ビーズアクセサリー手作り教室)

⼊場無料 アトリエソレイユ
090-4388-6466(ナイトウ)

2月22日 (木) 10:00〜 交流ルーム 103 リトピュア　リトミック 参加費　500円 リトピュア　リトミック
090-4002-0089(オノ)

2月22日 (木) 13:00〜 交流ルーム 202 パステル画講習会 受講料　2,500円 加藤芸術アカデミーパステル画学科
055-988-2905(カトウ)

2月23日 (⾦) 9:00〜 交流ルーム 103 銭娜二胡教室 受講料　5,940円 銭娜二胡教室
080-3278-6013(ソン)

2月24日 (土) 12:30〜 イベントスペース 全⾯ 平成29年度
⼭梨県富⼠⼭科学研究所
研究成果発表会

⼊場無料 ⼭梨県富⼠⼭科学研究所
0555-72-6206(オクヤ)

2月24日 (土) 13:00〜 交流ルーム 102 ㈱アシストエンジニアリング
お仕事相談会

⼊場無料 (株)アシストエンジニアリング
055-274-8117(ミヤガワ)

2月24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
055-225-2011(ミツイ)

2月25日 (日) 13:30〜
(開場　13:00)

イベントスペース 全⾯ 健康科学⼤学オープンキャン
パス

⼊場無料 健康科学⼤学　⼊試広報課
0555-83-5240(ムラマツ)

2月25日 (日) 9:00〜 交流ルーム 201 ㈱アシストエンジニアリング
お仕事相談会

⼊場無料 (株)アシストエンジニアリング
055-274-8117(ミヤガワ)

2月25日 (日) 13:00〜 交流ルーム 102 AOBオープンキャンパスin甲
府

⼊場無料 (学)慧央健康文化学園
AOBビューティクリエイト専門学校
0551-36-6501(ハシモト)

2月27日 (火) 13:00〜 交流ルーム 102 日総工産　株式会社
⾯接登録会

⼊場無料 日総工産㈱
0266-21-7650(イイダ)

2月28日 (水) 13:00〜 交流ルーム 202 健康教室｢おもしろ講座｣ ⼊場無料 人生いきいき推進協議会
055-252-3473(サカイ)

2月28日 (水) 13:30〜
(開場　13:00)

交流ルーム 201 ㈱富⼠情報　インターンシップ ⼊場無料 ㈱富⼠情報
042-643-6341(ホリウチ)

以上
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