
平成30年(2018年)

3月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

3月1日 (木) 9:00〜 交流ルーム 201 (株)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(ゴウノ)

3月1日 (木) 10:20〜 交流ルーム 103 0歳(生後2ヵ月)からのリトピュアリ
トミック

体験料　1,000円 リトピュアリトミック
090-4002-0089(オノ)

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

交流ルーム 102 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)

3月1日 (木) 18:30〜 交流ルーム 101 FAAVOやまなし　みらいサロン ⼊場無料 ⼭梨県⽴⼤学 地域戦略総合センター
055-225-5412(モチヅキ)

3月2日 (⾦)

3月6日 (火)
3月2日 (⾦) 14:00〜

(開場　13:30)
多目的ホール (公財)⼭梨県健康管理事業団

平成29年度　講演会
⼊場無料 (公財)⼭梨県健康管理事業団

055-225-2800(イマイ)

3月3日 (土) 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)

3月3日 (土) 19:00〜 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 (株)スマイルステージ
050-3595-4523(予約センター)

3月4日 (日) 15:00〜 交流ルーム 103 HA甲府ミーティング ⼊場無料 HA(ひきこもりアノニマス)
070-1323-2516(ウエダ)

9:30〜
(開場　9:15)

多目的ホール やまなしシニア就労セミナー
小売り分野NO.2

11:45〜 交流ルーム 103 面接会
3月5日 (月) 18:00〜

(開場　17:30)
多目的ホール 甲府動物園を考える会 ⼊場無料 日本熊森協会　⼭梨県⽀部

090-2551-1174(サカナイ)

3月5日 (月) 1回目　10:00〜
2回目　14:00〜
開場は各回の30分前より

交流ルーム 101 (株)オギノ　会社説明会 ⼊場無料 (株)オギノ人事部
055-227-7111(サカモト)

3月6日 (火) 14:00〜
(開場　13:30)

交流ルーム 102 富⼠観光開発(株)　2019年採
用新規学卒者向け企業説明会

⼊場無料 富⼠観光開発(株)
0555-72-1188(ワタナベ)

3月6日 (火) 9:30〜 交流ルーム 104 シニア就労モデル構築事業
小売り分野就労セミナー勉強会

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)

3月7日 (水) 13:30〜
(開場　13:00)

イベントスペース 全面 ⼭梨県職員採用ガイダンス ⼊場無料 ⼭梨県人事委員会事務局
055-223-1821(サイグサ)

3月7日 (水) 9:00〜 交流ルーム 102 駿台予備学校⼊学説明会 ⼊場無料 駿台予備学校⽴川校
042-527-5991(コイワイ)

3月7日 (水) 13:00〜 交流ルーム 201 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)

3月7日 (水) 13:30〜
(開場　13:00)

交流ルーム 202 (株)富⼠情報　会社説明会 ⼊場無料 (株)富⼠情報
042-643-6341(ホリウチ)

3月7日 (水) 19:30〜 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 (株)スマイルステージ
050-3595-4523(予約センター)

3月9日 (⾦) 18:00〜
(開場　17:00)

イベントスペース 全面 第4回⼭梨学生交流会 ⼊場無料 ⼭梨学生交流会　実⾏委員会
090-3082-1781(アメミヤ)

3月9日 (⾦) 13:00〜 多目的ホール ⼭梨県品質⼯学研究会 ⼊場無料 ⼭梨県品質⼯学研究会
055-266-5432(ハルナ)

3月9日 (⾦) 10:00〜 交流ルーム 103 マザーズコーチング
ベーシックコース

受講料　7,560円 マザーズコーチングスクール
080-5509-2831(カサイ)

3月5日 (月) 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)

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。

10:00〜 イベントスペース 全面 第17回やまなし県⺠⽂化祭
総合展示

⼊場無料 やまなし県⺠⽂化祭実⾏委員会事務局
(県生涯学習⽂化課 内)
055-223-1797

交流施設イベントインフォメーション

～～ ～～
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交流施設イベントインフォメーション

3月9日 (⾦) 11:00〜 交流ルーム 104 銭娜二胡教室 受講料　5,940円 銭娜二胡教室
080-3278-6013(ソン)

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

3月10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
055-225-2011(ミツイ)

3月11日 (日) 13:00〜
(開場　12:30)

イベントスペース 全面 中高生公開講座ワークショップ
薬についていっしょに考えてみません
か？

⼊場無料 (公社)甲府市薬剤師会
055-236-5200(シンドウ)

3月11日 (日) 14:00〜
(開場　13:30)

多目的ホール 新世紀甲府城下町研究会
設⽴15周年記念シンポジウム

⼊場無料 新世紀甲府城下町研究会
055-221-1020(モリヤ・コイケ・コバヤシ)

3月11日 (日) 10:00〜
(開場　9:30)

多目的ホール イングリッシュ・エクスプレス
SPEECH　DAY

⼊場無料 イングリッシュ・エクスプレス
055-237-0311(ジェームス)

3月11日 (日) 13:00〜 交流ルーム 104 遺⾔・相続の無料相談会 ⼊場無料 ⾏政書⼠法人 相続ふれあい相談室
0120-13-7835（ヒラマツ）

3月11日 (日) 13:00〜 交流ルーム 202 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)

3月11日 (日) 1回目　17:30〜
2回目　19:00〜

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 (株)スマイルステージ
050-3595-4523(予約センター)

3月12日 (月) 9:15〜 交流ルーム 202 シニア就労モデル構築事業
小売り分野就労セミナー勉強会

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)

3月12日 (月) 14:00〜 交流ルーム 103 京王⾃動⾞ 会社説明会 ⼊場無料 京王⾃動⾞㈱
03-5453-3344(ワタナベ)

3月13日 (火) 9:15〜 交流ルーム 102 シニア就労モデル構築事業
小売り分野就労セミナー勉強会

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)

3月13日 (火) 9:30〜
(開場　9:20)

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
rinrin@cataritomikku.com
(ミウラ)

3月13日 (火) 1回目　10:00〜
2回目　14:00〜
開場は各回の30分前より

交流ルーム 101 (株)オギノ　会社説明会 ⼊場無料 (株)オギノ人事部
055-227-7111(サカモト)

3月13日 (火) 1回目　13:00〜
2回目　14:30〜

交流ルーム 102 (株)エスエスワイ　会社説明会 ⼊場無料 (株)エスエスワイ
0555-22-2184(ハダ)

3月14日 (水) ９:00〜 交流ルーム 102 駿台予備学校⼊学説明会 ⼊場無料 駿台予備学校⽴川校
042-527-5991(コイワイ)

3月14日 (水)

3月18日 (日)
3月14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)

3月14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を楽しむ)

⼊場無料 アトリエソレイユ
090-4388-6466(ナイトウ)

3月15日 (木) 18:40〜
(開場　18:10)

多目的ホール (公社)日本⻘年会議所関東地
区⼭梨ブロック協議会　セミナー

⼊場無料 (公社)日本⻘年会議所関東地区⼭梨ブ
ロック協議会
055-235-5423(オオモリ)

3月15日 (木) 10:20〜 交流ルーム 103 0歳(生後2ヵ月)からのリトピュアリ
トミック

体験料　1,000円 リトピュアリトミック
090-4002-0089(オノ)

3月15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)

⼭梨県総務部職員厚生課
055-223-1377(ヒグチ)

⼊場無料第44回県職員⽂化展イベントスペース 全面9:30〜

～～ ～～
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3月15日 (木) 14:00〜
(開場　13:30)

交流ルーム 101 富⼠観光開発(株)　2019年採
用新規学卒者向け企業説明会

⼊場無料 富⼠観光開発(株)
0555-72-1188(ワタナベ)

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

交流ルーム 102 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)

3月16日 (⾦) 1回目　10:00〜
2回目　14:00〜

交流ルーム 102 ウエルシア薬局(株)　会社説明
会

⼊場無料 ウエルシア薬局(株)
03-5209-5690(カンノ)

3月16日 (⾦) 10:00〜 交流ルーム 103 マザーズコーチング
ベーシックコース

受講料　7,560円 マザーズコーチングスクール
080-5509-2831(カサイ)

3月17日 (土) 9:00~ 交流ルーム 101 ⼊場無料 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
055-255-1041

3月21日 (水)
3月17日 (土) 10:00〜 交流ルーム 104 手芸教室(あづま袋作り) 受講料　500円 ブロッサム

055-253-2144(ナカゴミ)

3月17日 (土) 12:00〜 交流ルーム 201 京王⾃動⾞ 会社説明会 ⼊場無料 京王⾃動⾞㈱
03-5453-3344(ワタナベ)

3月18日 (日) 9:00〜 交流ルーム 102 駿台予備学校⼊学説明会 ⼊場無料 駿台予備学校⽴川校
042-527-5991(コイワイ)

3月18日 (日) 10:00〜 交流ルーム 104 ヨガ 参加費　700円 Ｒｅ+
080-5412-9855(タケダ)

3月18日 (日) 10:00〜 交流ルーム 202 内閣府国際交流事業報告会＆
写真展

⼊場無料 ⼭梨県国際交流機構
055-262-3357(シムラ)

3月18日 (日) 12:00〜 交流ルーム 103 やさしいお坊さんの心の相談所 ⼊場無料 ⼭本無我　心の相談所
090-6952-8646(ヤマモト)

3月20日 (火) 9:00〜 多目的ホール 平成29年度⼭梨県衛生環境研
究所研究成果発表会

⼊場無料 ⼭梨県衛生環境研究所
055-253-6721(サクマ)

3月20日 (火) 9:30〜 交流ルーム 104
201
202

富⼠急グループ合同会社説明会 ⼊場無料 (株)富⼠急ビジネスサポート
0555-22-8611(クボタ)

3月20日 (火) 1回目　10:00〜
2回目　14:00〜
開場は各回の20分前より

交流ルーム 102 富⼠急⾏(株)　会社説明会 ⼊場無料 富⼠急⾏(株)
0555-22-7117(カシワギ)

3月21日 (水) 14:00〜
(開場　13:30)

多目的ホール ⼤内邦靖　個展2018　Mutants〜
トロンボーンアンサンブル作品集〜

一般　2,500円
高校生以下　1,500円

ナーブル音楽企画
055-288-9177

3月21日 (水) 1回目　15:40〜
2回目　18:00〜

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 (株)スマイルステージ
050-3595-4523(予約センター)

3月22日 (木) 13:30〜
(開場　13:00)

イベントスペース ⻄面 企業と学生の交流会 ⼊場無料 南アルプス市役所 観光商⼯課
055-282-6294(シミズ・ドバシ)

3月22日 (木) 1回目　9:30〜
2回目　14:00〜
開場は各回の30分前より

交流ルーム 201 バローセミナー ⼊場無料 (株)バローホールディングス
0574-60-0861(ワタナベ)

3月22日 (木) 13:00〜 交流ルーム 104 日総⼯産(株)　面接登録会 ⼊場無料 日総⼯産(株)
0266-21-7650(イイダ)

3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)

3月22日 (木) 13:15〜
(開場　13:00)

交流ルーム 101 (株)ミクロスソフトウエア
採用1次選考会

⼊場無料 (株)ミクロスソフトウエア
044-813-7211(イクマ)

~参加してみよう！〜
あなたとわたしの
とっておきフォトじまん指定管理者

主催事業
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3月23日 (⾦) 19:00〜 多目的ホール アメイジング・グレイス・シンガーズ
春のJoyful　Concert

⼊場無料 アメイジング・グレイス・シンガーズ事務局
055-225-0434(フジタ)

3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)

3月24日 (土) 13:00〜 多目的ホール ⼭梨郷土研究会　研究例会 参加費　500円 ⼭梨郷土研究会
055-263-6441(ハタ)

3月24日 (土) 19:00〜
(開場　18:00)

多目的ホール 神⼭玄太株主総会
(市政報告会）

⼊場無料 055-215-7058(カミヤマ)

3月24日 (土) 1回目　10:00〜
2回目　14:00〜
開場は各回の30分前より

交流ルーム 101 (株)オギノ　会社説明会 ⼊場無料 (株)オギノ人事部
055-227-7111(サカモト)

3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)

3月25日 (日) 9:20〜 交流ルーム 202 子ども向けプログラミングクラブ
コーダー道場甲府

⼊場無料 コーダー道場甲府
090-1812-1707(フクイ)

3月25日 (日) 18:00〜 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 (株)スマイルステージ
050-3595-4523(予約センター)

3月26日 (月) 13:30〜
(開場　13:00)

交流ルーム 201 (株)富⼠情報　会社説明会 ⼊場無料 (株)富⼠情報
042-643-6341(ホリウチ)

15:45〜
(開場　15:00)

イベントスペース 全面 ⼤学・短期⼤学・専門学校
進学相談会　甲府会場

13:30〜 交流ルーム 101 春の学校⼤研究　バス⾒学会
デモンストレーションコーナー

3月26日 (月) 13:00〜 交流ルーム 202 (株)ツクイ　2019年卒会社説明会 ⼊場無料 (株)ツクイ
045-842-4115(タダ)

3月28日 (水) 13:00〜
(開場　12:30)

イベントスペース 全面 2019年　看護師国試対策ガイダンス
講座

⼊場無料 ⻄東京予備校
055-253-1311(ミツイ)

3月28日 (水) 13:00〜 交流ルーム 104 ヨガ 参加費　700円 Ｒｅ+
080-5412-9855(タケダ)

3月28日 (水) 13:00〜 交流ルーム 201 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)

3月29日 (木)

4月1日 (日)
3月31日 (土) 10:30〜

(開場　10:00)
イベントスペース 東面 松田麻美子先生 講演会 ⼊場料あり(任意) ⼭梨フルモニ･クラブ 事務局

090-4208-1503(ハヤシ)

3月31日 (土) 15:00〜
(開場　14:30)

多目的ホール 音楽の玉手箱
〜⾊とりどりの愉快なコンサート〜

一般　3,000円
高校生以下 1,000円
※当日は500円増

PE-01事務所
080-1198-5725

3月31日 (土) 1回目　16:40〜
2回目　19:00〜
開場は各回の10分前より

交流ルーム 104 スマイルステージ婚活パーティー 参加費　3,000円 (株)スマイルステージ
050-3595-4523(予約センター)

3月31日 (土) 9:30〜
(開場　9:00)

交流ルーム 201 ⼭梨朝祷会 ⼊場無料 ⼭梨朝祷会
03-6698-3319(ノムラ）

以上

⼊場無料 (株)さんぽう
03-3378-7113(タカハシ)

3月26日 (月)

⼭梨藍筍会
0556-22-5522(アキヤマ)

13:00〜 イベントスペース ⻄面 ⼭梨藍筍会　かな書作展 ⼊場無料
～～ ～～
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