
平成30年(2018年)

9月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

9月1日 (土) 10:30〜
(開場　10:00)

多目的ホール 放送⼤学⼭梨学習センター
公開講座

⼊場無料 放送⼤学⼭梨学習センター
055-251-2238

9月1日 (土) 14:00〜
(開場　13:30)

多目的ホール 甲陵⾼校　学校説明会 ⼊場無料 北杜市⽴甲陵⾼等学校
0551-32-3050

9月2日 (日) 10:00〜
(開場　9:30)

多目的ホール 第37回　⼭梨⾎液浄化看護勉
強会

参加費　1,000円 ⼭梨⾎液浄化看護勉強会/中外製薬
055-227-9711

9月2日 (日) 10:00〜 交流ルーム 102 ⼦ども理科教室(⽔の不思議) ⼊場無料 南アルプスの教育をよくする会
055-284-5621(モチヅキ)

9月2日 (日) 14:00〜
(開場　13:30)

交流ルーム 101 外国語の絵本読み聞かせ ⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館

9月4日 (火) 18:00〜 交流ルーム 202 スクーミーイベント（ものづくり教
室）

⼊場無料 (株)ライカーズアカデミア
070-4684-4167(シオジマ)

9月4日 (火) イベントスペース
多目的ホール

9月5日 (⽔)
9月6日 (木) 14:00〜 交流ルーム 101 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)

9月7日 (⾦) 10:30〜
(開場　10:00)

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

9月7日 (⾦) 13:00〜 交流ルーム 201 当事者サロン ⼊場無料 障がい当事者会みのあか
090-6946-3851(シミズ)

9月7日 (⾦) 18:00〜 交流ルーム 202 甲州無料塾ココロ ⼊場無料 甲州無料塾ココロ
090-4601-9859(ニシダ)

9月8日 (土) 13:00〜 イベントスペース 無料法律相談会 ⼊場無料
※事前予約が必要

⼭梨県司法書⼠会
055-253-6900

9月8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)

9月8日 (土) 13:00〜 交流ルーム 104 ⼭梨児童⽂学会例会 ⼊場無料 ⼭梨児童⽂学会
055-251-6448(イワマ)

9月9日 (日) 13:00〜
(開場　12:00)

多目的ホール 市⺠　くすりと健康の講演会 ⼊場無料 (公社)甲府市薬剤師会
055-236-5200

9月9日 (日) 13:00〜 交流ルーム 102 ボードゲーム⼤会 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)

9月9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)

9月9日 (日) 1回目　13:00〜
2回目　16:00〜
開場は各回の20分前より

交流ルーム 104 ハッピープロジェクト婚活パーティー 受講料　7,000円 (株)ハッピープロジェクト
053-545-3282(代表)

9月11日 (火) 18:00〜 交流ルーム 102 スクーミーイベント（ものづくり教
室）

⼊場無料 (株)ライカーズアカデミア
070-4684-4167(シオジマ)

9月11日 (火) 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)

9月11日 (火) 12:00〜 交流ルーム 104 相続無料相談 ⼊場無料 090-5416-7227(オオキ)

9月11日 (火) 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)

9月12日 (⽔) 10:00〜 交流ルーム 202 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

9月12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)

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。

9:30〜 第35回　シクロデキストリンシンポ
ジウム

※参加費の詳細は主催者
様へお問い合わせ下さい

⼭梨⼤学⼯学部応⽤科学課
cds35@yamanashi.ac.jp(クワバラ)

交流施設イベントインフォメーション

～～ ～～

1 ページ



平成30年(2018年)

9月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）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

9月13日 (木) 10:00〜
(受付　9:45)

交流ルーム 101 図書館で楽しむ⼦育てinかいぶ
らり

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館 企画振興担当
055-255-1040

9月13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)

9月13日 (木) 13:00〜 交流ルーム 101 ヒューマック派遣登録会・お仕事
説明会

⼊場無料 (株)ヒューマック
055-227-6181(サノ)

9月13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)

9月14日 (⾦) 18:30〜 多目的ホール 第9回リワークについて考える学
術講演会

⼊場無料 甲斐うつとリワーク連絡会
055-267-8111(ヤマモト)

9月14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)

9月14日 (⾦) 18:00〜 交流ルーム 104 甲州無料塾ココロ ⼊場無料 甲州無料塾ココロ
090-4601-9859(ニシダ)

9月14日 (⾦) 13:00〜 交流ルーム 201 当事者サロン ⼊場無料 障がい当事者会みのあか
090-6946-3851(シミズ)

9月15日 (土) 16:00〜
(開場　15:30)

多目的ホール 宮崎仁&パーカッション・パラダイス ⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館 企画振興担当
055-255-1040

9月15日 (土) 10:00〜 交流ルーム 102 ⼦ども理科教室(⾊の変わる⽔の
不思議)

⼊場無料 南アルプスの教育をよくする会
055-284-5621(モチヅキ)

9月15日 (土) 12:00〜 交流ルーム 103 相続無料相談 ⼊場無料 090-5416-7227(オオキ)

9月15日 (土) 16:00〜 交流ルーム 101 玄太庵 ⼊場無料 神⼭玄太
080-5491-7169(カミヤマ)

9月16日 (日) 13:30〜
(開場　13:00)

イベントスペース 第12回⼭梨がんフォーラム〜男
性特有のがん・男性に多いがんと
生活〜

⼊場無料 NPO法⼈がんフォーラム⼭梨事務局
055-252-7687

9月16日 (日) 14:00〜
(開場　13:30)

多目的ホール 岩井牧⼦オカリーナリサイタル"メ
モリアル”

【前売券】
一般　 　　    1,500円
⾼校生以下  無料
【当日券】　   2,000円

050-5329-4862(イワイ)

9月17日 (月) 13:00〜 交流ルーム 103 相続無料相談 ⼊場無料 090-5416-7227(オオキ)

9月18日 (火) 18:00〜 交流ルーム 102 スクーミーイベント（ものづくり教
室）

⼊場無料 (株)ライカーズアカデミア
070-4684-4167(シオジマ)

9月20日 (木) 13:30〜 多目的ホール ⼭梨⼤学COCシンポジウム ⼭梨⼤学地域未来創造センター
055-220-8130(⼭梨⼤学COC担当）

9月20日 (木) 14:00〜 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)

9月21日 (⾦) 9:40〜
(開場　9:10)

イベントスペース 東面 ⼭梨県屋外広告物講習会 申請手数料等詳細は主催
者へお問い合わせ下さい

⼭梨県県土整備総務課景観づくり推進室
055-223-1325

9月21日 (⾦) 14:00〜
(開場　13:30)

イベントスペース ⻄面 未来計画研究社Miraiサロン
幸せの国デンマークに学ぶ新たな
価値創造（イノベーション）

⼊場無料 ⼭梨⼤学地域未来創造センター
055-220-8450(モチヅキ）

9月21日 (⾦) 19:00〜
(開場　18:30)

多目的ホール ⼭梨精神医学研究会講演会 ⼊場無料
※参加ご希望の方は主催
者へお問い合わせ下さい

⼭梨精神医学研究会
0551-22-1621(ツジ)

9月21日 (⾦) 9:00〜 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
055-263-8717(カサイ)

9月21日 (⾦) 13:00〜 交流ルーム 201 当事者サロン ⼊場無料 障がい当事者会みのあか
090-6946-3851(シミズ)
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9月22日 (土) 9:30〜
(開場　9:15)

多目的ホール こどもわくわくカルタ交流教室 ⼊場無料 080-5073-5217(ヒロセ)

9月22日 (土) 13:00〜 交流ルーム 104 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)

9月24日 (月) 13:15〜
(開場　13:00)

交流ルーム 101 県⺠公開講座「お灸フェスin⼭
梨」

⼊場無料 (公社)⼭梨県鍼灸師会
0555-72-4189(ミノテ)

9月24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)

9月26日 (⽔) 18:00〜
(開場　17:30)

イベントスペース 第5回⼭梨学生交流会 ⼊場無料 ⼭梨学生交流会
090-3082-1781(アメミヤ)

9月26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)

9月27日 (木)

9月30日 (日)
9月27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)

9月27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)

9月28日 (⾦) 9:00〜 イベントスペース 東面 こころとからだ一日セルフケア体操 ⼊場無料 キャンパシターインターナショナルジャパン甲
府グループ
clj.kata@tomato.plala.or.jp

9月28日 (⾦)

9月30日 (日)

9月28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
055-263-8717(カサイ)

9月28日 (⾦) 9:00〜 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)

9月28日 (⾦) 13:00〜 交流ルーム 201 当事者サロン ⼊場無料 障がい当事者会みのあか
090-6946-3851(シミズ)

9月29日 (土) 13:25〜 多目的ホール 第19回視覚に障害がある方のた
めの社会適応訓練講習会「視覚
障害者と音楽 和洋」

⼊場無料 田辺眼科
055-278-0001

9月29日 (土) 10:00〜 交流ルーム 103 キッズコーチング体験（気質編） 参加費　3,000円 キッズコーチング協会
055-263-8717(カサイ)

9月29日 (土) 10:00〜 交流ルーム 104 ことばのひろば　インドチャチャ
チャ！日本チャチャチャ！

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

9月30日 (日) 12:30〜
(開場　12:00)

イベントスペース 東面 賢い家づくり勉強会 ⼊場無料 (有)エンドウ⼯務店
055-284-8080

9月30日 (日) 19:00〜
(開場　18:30)

多目的ホール ⼭梨トロンボーン倶楽部第8回ト
ロンボーンコンサート2018

参加費　1,300円 ⼭梨トロンボーン倶楽部
090-4712-2318(イシハラ)

9月30日 (日) 10:45〜 交流ルーム 102 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)

9月30日 (日) 12:00〜 交流ルーム 103 相続無料相談 ⼊場無料 090-5416-7227(オオキ)

以上

⼭梨ベーコンコンソーシアム
080-4004-3825(フジハラ)

1日目 13:00〜
2日目 10:00〜

イベントスペース ⻄面 彩月会展 ⼊場無料 ⼭梨⽂化学園彩月会
055-266-3033(ゴトウ)

1日目　9:00〜
2日目　9:00〜
3日目　13:00〜

多目的ホール ⼭梨ベーコンフェスティバル2018 ⼊場無料

～～ ～～
～～ ～～
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