
平成30年(2018年)

8月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

8月1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)

8月2日 (木) 13:00〜
(開場　12:30)

イベントスペース 日経親子向けマネースクール ⼊場無料 ⼭梨県⻘年日経会
ryosuke.sakai@nex.nikkei.co.jp

8月2日 (木) 18:30〜
(開場　18:10)

交流ルーム 102 「フューチャーサーチ」Miraiサロン ⼊場無料 ⼭梨⼤学地域未来創造センター
055-220-8450(サノ）

8月2日 (木) 13:30〜 交流ルーム 104 フラワーアレンジメント教室 参加費　5,000円 クラスサロン⼭梨
080-5430-6331(ナトリ)

8月3日 (⾦) 13:00〜 イベントスペース 東面 記念法律相談会 ⼊場無料 ⼭梨県司法書⼠会
055-253-6900

8月4日 (土) 9:30〜 交流ルーム 102 腹話術研究会パペットコーラス講
座（スキルアップ）

参加費　1,000円 腹話術研究会
055-253-1547(ヤザキ）

8月4日 (土) 9:00〜 交流ルーム 104 絵本×音楽×「かたりといろ」アー
ト

参加費　1,500円 かたりといろ実⾏委員会
055-263-8717(カサイ）

8月4日 (土) 13:00〜 交流ルーム 104 夢をかなえたい子のためのコーチン
グレッスン

⼊場無料 055-263-8717(カサイ）

8月4日 (土) 10:00〜 交流ルーム 202 お仕事相談会 ⼊場無料 (株)リョーウン
0551-22-8511(ヤマダ)

8月5日 (日) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール ⻑唄初音会夏の勉強会 ⼊場無料 ⻑唄初音会
055-252-5612(オカヤス)

8月5日 (日) 10:00〜
(開場　9:30)

交流ルーム 104 かいぶらりいろどりものがたり朗読
会「子どもおはなし会」

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館 企画振興担当
055-255-1040

8月5日 (日) 10:00〜
(開場　9:30)

交流ルーム 202 (株)オギノ　会社説明会 ⼊場無料 (株)オギノ人事部
055-227-7111(クノ)

8月5日 (日) 13:00〜 交流ルーム 103 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)

8月7日 (火)

8月10日 (⾦)
8月7日 (火) 9:30〜

(開場　9:00)
交流ルーム 103 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)

8月7日 (火) 17:00〜 交流ルーム 201 お仕事相談会 ⼊場無料 (株)リョーウン
0551-22-8511(ヤマダ)

8月7日 (火) 19:20〜 交流ルーム 202 英会話 Hello port 参加費　1,000円 Hello port
080-6520-2046(シラクラ)

8月8日 (水) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール 夏休みこどもインテリアワークショップ ⼊場無料 ⼭梨県インテリアコーディネーター協会
info@yamanashi-ic.org(サイトウ)

8月8日 (水) 18:00〜 交流ルーム 103 子供向け体験企画「レジンアクセ
サリー」を作って楽しむ

⼊場無料 アトリエソレイユ
090-4388-6466(ナイトウ)

8月8日 (水) 9:00〜 交流ルーム 104 相続無料相談 ⼊場無料 090-5416-7227(オオキ)

8月9日 (木) 10:00〜 交流ルーム 104 リトピュア　リトミック 参加費　1,000円 リトピュア　リトミック
090-4002-0089(オノ)

8月9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)

8月10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)

8月11日 (土) 14:00〜
(開場　13:30)

多目的ホール 夏休み子ども映画会
「⺟をたずねて三千⾥　完結版」

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館 企画振興担当
055-255-1040

13:00〜
(開場　12:45)

交流ルーム 101 夏休み工作体験教室 ⼊場無料

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。

(株)オーテックエレクトロニクス
055-280-5252(サイトウ・クマモト）

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

8月11日 (土) 1回目　14:00〜
2回目　16:30〜
3回目　19:00〜
開場は各回の20分前より

交流ルーム 102 ハッピープロジェクト婚活パーティー 受講料　6,500円 (株)ハッピープロジェクト
053-545-3282(代表)

8月11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)

8月12日 (日) 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)

8月14日 (火) 9:00〜 交流ルーム 103 相続無料相談 ⼊場無料 090-5416-7227(オオキ)

8月16日 (木) 9:00〜 交流ルーム 103 相続無料相談 ⼊場無料 090-5416-7227(オオキ)

8月17日 (⾦) 18:00〜
(開場　17:30)

多目的ホール J.GOSPEL礎の石チャリティーコン
サート

⼊場無料 甲府ゴスペルクラブ事務局
080-3624-5914

8月17日 (⾦) 12:00〜 交流ルーム 103 新聞アートカメリア３rd ⼊場無料 ３RD カメリア
080-4468-1410(モモセ)

8月18日 (土) 14:30〜
(開場　14:00)

多目的ホール 第5回　龍⼭会尺⼋演奏会 ⼊場無料 龍⼭会
055-287-8420

8月19日 (日) 13:00〜 交流ルーム 101 レインボーファクトリー 参加費　1,980円 レインボーファクトリー
090-7353-7208(テライ)

8月19日 (日) 13:00〜 交流ルーム 202 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)

8月22日 (水) 1回目　10:30〜
2回目　13:00〜

交流ルーム 101 【⼭梨⼤学】⼥性のための「ステップ
アッププログラム」説明会

⼊場無料 国⽴⼤学法人⼭梨⼤学
090-6543-3926

8月22日 (水) 13:00〜 交流ルーム 104 お仕事説明会 ⼊場無料 国際勧業マンパワーサービス(株)
055-241-3362(カナイ)

8月22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)

8月22日 (水) 10:00〜
(開場　9:30)

交流ルーム 202 (株)オギノ　会社説明会 ⼊場無料 (株)オギノ人事部
055-227-7111(クノ)

8月24日 (⾦)

8月25日 (土)
8月23日 (木) 13:00〜 交流ルーム 103 フラワーアレンジメント教室 参加費　5,000円 クラスサロン⼭梨

080-5430-6331(ナトリ)

8月23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)

8月24日 (⾦) 1回目　10:00〜
2回目　14:00〜

多目的ホール 映画「⺟ー⼩林多喜二の⺟の物
語」

参加費　1,200円 現代ぷろだくしょん
03-5332-3991

8月25日 (土) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール フードバンク⼭梨 設⽴10周年記
念シンポジウム 子供の貧困対策
を学校とNPOの連携で

⼊場無料 NPO法人フードバンク⼭梨
055-298-4844(コウノ・サイトウ）

8月25日 (土) 10:30〜
(開場　10:15)

交流ルーム 101 まーの・あ・まーの　手話お話の会 ⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館 企画振興担当
055-255-1040

8月25日 (土) 9:30〜
(開場　9:00)

交流ルーム 103 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)

8月25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)

8月27日 (月) 9:00〜 交流ルーム 103 相続無料相談 ⼊場無料 090-5416-7227(オオキ)

8月28日 (火)

8月30日 (木)
8月28日 (火) 9:00〜 交流ルーム 103 相続無料相談 ⼊場無料 090-5416-7227(オオキ)

⼭梨県⾼等学校書道連盟
055-226-4411(県⽴中央⾼校)

1日目 12:00〜
2日目 9:00〜

イベントスペース ⼭梨県⾼等学校書道連盟展 ⼊場無料

日本習字
090-6020-4705(ヤマダ)

9:30〜 イベントスペース 日本習字⼭梨県⽀部⻑会作品
展

⼊場無料

～～ ～～
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交流施設イベントインフォメーション

8月28日 (火) 1回目　10:30〜
2回目　13:00〜

交流ルーム 101 【⼭梨⼤学】⼥性のための「ステップ
アッププログラム」説明会

⼊場無料 国⽴⼤学法人⼭梨⼤学
090-6543-3926

8月28日 (火) 13:00〜 交流ルーム 202 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)

8月28日 (火) 19:20〜 交流ルーム 202 英会話 Hello port 参加費　1,000円 Hello port
080-6520-2046(シラクラ)

8月29日 (水) 13:30〜
(開場　13:00)

多目的ホール ⼭梨県 定期巡回・随時対応
サービス 起業セミナー<理解と起
業に向けて>

⼊場無料 (⼀社)24時間在宅ケア研究会
03-6630-7488(オカムラ)

8月29日 (水) 10:00〜 交流ルーム 101 第5回　やまなし街路樹フォトコンテス
ト

⼊場無料 (⼀社)⼭梨県造園建設業協会
055-279-7328（オノ）

8月29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)

8月29日 (水) 18:30〜
(開場　18:00)

交流ルーム 101 平成30年 FAAVOやまなしみら
いサロン

⼊場無料 ⼭梨⼤学地域未来創造センター
055-220-8450(サノ)

8月30日 (木) 10:00〜 交流ルーム 103 リトピュア　リトミック 参加費　1,000円 リトピュア　リトミック
090-4002-0089(オノ)

8月31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)

8月31日 (⾦) 1回目　9:30〜
2回目　13:00〜

交流ルーム 101 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)

以上
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