
平成30年(2018年)

10月

時 間 催し物名 内 容 主催者
（お問い合わせ先）

10月3日 (水) イベントスペース

10月8日 (月)
10月2日 (火) 14:00〜

(開場　13:30)
多目的ホール 情報発信強化セミナー ⼊場無料 地域中小企業人材確保事業事務局(株

式会社学情)
03-3545-7330

10月2日 (火) 1回目　13:30〜
2回目　15:10〜

交流ルーム 103 話すための英語の基礎レッスン初
心者・初級

⼊場無料 甲府国際交流英語サークル
080-7853-6008(カタヒラ)

10月2日 (火) 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)

10月2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)

10月2日 (火) 19:30〜 交流ルーム 201 英会話 Hello port 参加費　1,000円 Hello port
080-6520-2046(シラクラ)

10月3日 (水) 13:00〜 交流ルーム 104 ウクレレ教室 参加費　3,000円 カフア ウクレレ教室
090-1461-5726(ミツイ)

10月3日 (水) 19:00〜
(開場　18:30)

多目的ホール ⼭梨⼤学・北杜市連携事業アー
トマネジメント連続講座「表現者
の舞台裏Part2」

⼊場無料 北杜市教育委員会⽣涯学習課
055-42-1373

10月4日 (木) 18:30〜
(開場　18:00)

多目的ホール 「やまなしで働く魅⼒」若者座談
会

⼊場無料 ⼤学コンソーシアムやまなし
055-244-6707(カワグチ)

10月5日 (⾦) 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)

10月5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)

10月6日 (土) 10:00〜 交流ルーム 102 ⼦ども理科教室(空気を科学しよ
う)

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)

10月6日 (土) 9:00〜 交流ルーム 103 キッズコーチング体験（心の発達編） 受講料　3,000円 キッズコーチング協会
055-263-8717(カサイ)

10月6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)

10月7日 (日) 10:45〜 交流ルーム 101 レインボーファクトリー 参加費　1,900円 レインボーファクトリー
090-7353-7208(テライ)

10月7日 (日) 13:00〜
(開場　12:30)

交流ルーム 102 第23回⼭梨オープンオセロ⼤会 参加費    一般 1,000円
      中学⽣以下  300円
※⼭梨県在住者は無料

日本オセロ連盟神奈川ブロック
090-2472-0719(オオモリ)

10月8日 (月) 10:00〜 交流ルーム 101 ⾃由参加型 人狼ゲーム ⼊場無料 ⼭梨県 非祭り 人狼部
090-4393-7349(サトウ)

10月8日 (月) 10:00〜 交流ルーム 103 マネースクール101 ⼊場無料 (有)ライフドアーズ
0261-72-3270(タナカ)

10月8日 (月) 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 参加費　男性　7,000円
　　　　   ⼥性　2,000円
※3日前までの予約で1,000円引
き

(株)ハッピープロジェクト
053-545-3282(代表)

10月9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)

10月9日 (火) 1回目　13:30〜
2回目　15:10〜

交流ルーム 103 話すための英語の基礎レッスン初
心者・初級

⼊場無料 甲府国際交流英語サークル
080-7853-6008(カタヒラ)

10月9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)

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〜 蕩墨書道曾展 ⼊場無料 蕩墨書道曾展
055-268-3838(ナカゴミ)

交流施設イベントインフォメーション

～～ ～～
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（お問い合わせ先）日 程 会 場
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交流施設イベントインフォメーション

10月9日 (火) 19:30〜 交流ルーム 201 英会話 Hello port 参加費　1,000円 Hello port
080-6520-2046(シラクラ)

10月10日 (水) イベントスペース 東面

10月12日 (⾦)
10月10日 (水) 18:00〜 イベントスペース ⻄面 看護・医療・医療技術・医療事

務系 研究ゼミナール
⼊場無料 (株)さんぽう

03-3378-7113(タカハシ・コイケ)

10月10日 (水) 18:30〜
(開場　18:15)

多目的ホール オープンゼミ(⼭梨学院⼤学法学
部小笠原ゼミ)

参加費　学⽣ 800円
         社会人 1,200円

080-1274-1593(オガサワラ)

10月10日 (水) 13:00〜 交流ルーム 103 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)

10月10日 (水) 19:00〜 交流ルーム 104 ウクレレ教室 参加費　3,000円 カフア ウクレレ教室
090-1461-5726(ミツイ)

10月11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)

10月11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)

10月12日 (⾦) イベントスペース ⻄面

10月14日 (日)
10月12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)

10月12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)

10月13日 (土) 第1部　13:00〜
第2部　14:15〜
第3部　15:30〜

イベントスペース 図書館で体操しよう！ 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

10月13日 (土) 9:30〜
(開場　9:15)

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

10月13日 (土) 12:00〜 交流ルーム 103 朝日奨学制度説明会 ⼊場無料 朝日奨学会
03-3544-1658(ウチカワ)

10月14日 (日) 10:00〜 交流ルーム 103 セルフ骨格小顔調整術 参加費　4,000円 セルフ骨格小顔調整術
090-5199-0045(タカノ)

10月14日 (日) 10:45〜 交流ルーム 102 レインボーファクトリー 参加費　1,900円 レインボーファクトリー
090-7353-7208(テライ)

10月14日 (日) 13:00〜 交流ルーム 101 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)

10月14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)

10月14日 (日) 13:00〜 交流ルーム 104 みぎわ短歌会 歌評会 ⼊場無料 みぎわ短歌会
0552-76-9810(サワイ)

10月16日 (火) 1回目　13:30〜
2回目　15:10〜

交流ルーム 103 話すための英語の基礎レッスン初
心者・初級

⼊場無料 甲府国際交流英語サークル
080-7853-6008(カタヒラ)

10月16日 (火) 19:30〜 交流ルーム 201 英会話 Hello port 参加費　1,000円 Hello port
080-6520-2046(シラクラ)

10月17日 (水) 13:00〜 交流ルーム 104 ウクレレ教室 参加費　3,000円 カフア ウクレレ教室
090-1461-5726(ミツイ)

1日目　10:00〜
2日目以降
           9:00〜

動物写真館の和紙写真展〜⽝
と猫のポートレート〜

⼊場無料 090-2636-0915(クリバヤシ)

1日目　13:00〜
2日目以降
           9:00〜

児童書画展 ⼊場無料 MOA美術館⼭梨児童作品
055-253-5517(カシワバラ)

指定管理者
主催事業

～～ ～～
～～ ～～
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時 間 催し物名 内 容 主催者
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交流施設イベントインフォメーション

10月17日 (水) 17:00〜 イベントスペース ⻄面 日本技術⼠会⼭梨県⽀部　技
術⽀援交流会

参加費　1,000円 (公社)日本技術⼠会 ⼭梨県⽀部
055-272-0168(アオヤギ)

10月17日 (水) 19:00〜
(開場　18:30)

多目的ホール ⼭梨⼤学・北杜市連携事業アー
トマネジメント連続講座「表現者
の舞台裏Part2」

⼊場無料 北杜市教育委員会⽣涯学習課
055-42-1373

10月17日 (水) 10:00〜 交流ルーム 103 ⼦どもがいるくらしを楽しむ人の対話筋
を育て合う会

受講料　500円 mother's seat
090-7798-5439(ムラタ)

10月17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)

10月17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)

10月18日 (木) 14:00〜
(開場　13:30)

多目的ホール 平成30年度⼦どもの読書オープ
ンカレッジ(第3回)

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040(ハセベ)

10月18日 (木) 14:00〜 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)

10月18日 (木) 18:30〜
(開場　18:00)

交流ルーム 102 国連で働く方法説明会 ⼊場無料 外務省 国際機関人事センター
090-2407-1432(ハギノ)

10月19日 (⾦) 14:00〜
(開場　13:30)

多目的ホール 【甲府】でんさいセミナー ⼊場無料 (株)全銀電⼦債権ネットワーク
03-6202-1510(アオキ)

10月19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)

10月20日 (土) 14:30〜
(開場　14:00)

イベントスペース 東面 もっと知りたい⼥(ワタシ)のカラ
ダ！〜⾃分のカラダとココロを⼤切
にするために〜全国キャラバン
2018

⼊場無料 (公社)被害者⽀援センターやまなし
080-1056-0760(ササキ)

10月20日 (土) 13:30〜 イベントスペース ⻄面 ⾦⽥一館⻑連続講座 寺⼦屋こ
とば学

⼊場無料 ⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

10月20日 (土) 9:00〜 多目的ホール 日本歌人クラブ甲信越ブロック⼠
会

⼊場無料 日本歌人クラブ⼭梨
0555-23-2293(カワサキ)

10月20日 (土) 9:00〜 交流ルーム 202 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)

10月20日 (土) 13:00〜 交流ルーム 202 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)

10月21日 (日) イベントスペース

10月25日 (木)
10月21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

055-255-1040(イノウエ)

10月22日 (月) 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)

10月23日 (火) 1回目　13:30〜
2回目　15:10〜

交流ルーム 103 話すための英語の基礎レッスン初
心者・初級

⼊場無料 甲府国際交流英語サークル
080-7853-6008(カタヒラ)

10月23日 (火) 19:30〜 交流ルーム 201 英会話 Hello port 参加費　1,000円 Hello port
080-6520-2046(シラクラ)

10月24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)

10月25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)

10月25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)

1日目　12:30〜
2日目以降
        　10:00〜

ムサビ展2018(展覧会) ⼊場無料 武蔵野美術⼤学校友会 ⼭梨⽀部
yamanachimsb@gmail.com

～～ ～～
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交流施設イベントインフォメーション

10月26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)

10月27日 (土) 9:30〜 多目的ホール 緑の教室(バラ作り) ⼊場無料 緑の相談所
055-276-2020(イチノセ)

10月27日 (土) 9:00〜 交流ルーム 104 講演会及び相談会 ⼊場無料 視覚障害者の横の会
0551-22-2754(ホサカ)

10月28日 (日) 1回目　11:00〜
2回目　13:30〜

交流ルーム 101 ききみみずきん おはなしの会 ⼊場無料
1回目はこどものためのおは
なし会
2回目は⼤人のためのおは
なし会

⼭梨県⽴図書館
055-255-1040

10月28日 (日) 16:00〜 交流ルーム 104 ハッピープロジェクト婚活パーティー 参加費　男性　7,000円
　　　　   ⼥性　2,000円
※3日前までの予約で1,000円引
き

(株)ハッピープロジェクト
053-545-3282(代表)

10月27日 (土) 9:30〜 交流ルーム 103 ⼭梨朝祷会 ⼊場無料 ⼭梨朝祷会
03-6698-3319(ノムラ)

10月30日 (火) 1回目　13:30〜
2回目　15:10〜

交流ルーム 201 話すための英語の基礎レッスン初
心者・初級

⼊場無料 甲府国際交流英語サークル
080-7853-6008(カタヒラ)

10月30日 (火) 19:30〜 交流ルーム 201 英会話 Hello port 参加費　1,000円 Hello port
080-6520-2046(シラクラ)

10月31日 (水) 18:30〜 イベントスペース ⻄面 松⽥麻美⼦先⽣講演会 ※参加費の詳細は主催者
様へお問い合わせ下さい

⼭梨フルモニ・クラブ
090-4208-1503(ハヤシ)

10月31日 (水) 10:30〜 交流ルーム 101 おはなし会 参加費　300円 のはら⼦ども文庫
055-283-3340(サイトウ)

10月31日 (水) 13:00〜 交流ルーム 104 ウクレレ教室 参加費　3,000円 カフア ウクレレ教室
090-1461-5726(ミツイ)

以上
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