
曜
日

行事名 内容(場所など） URL
問合（担当）

市外局番：0554

9月

9月2日 日 8:30 ～ 総務管理課 法制防災担当

23-8008

9月4日 火 13:00 ～ 市立図書館

22-4815

9月8日 土 11:00 ～ https://www.wellnesspark.jp/ 桂川ウェルネスパーク

（外部リンク） 20-3080

9月8日 土 18:00 ～ 猿橋保勝会

22-0507

9月9日 日 10:00 ～ https://www.wellnesspark.jp/ 桂川ウェルネスパーク

（外部リンク） 20-3080

9月9日 日 13:30 ～ 市立図書館

22-4815

9月9日 ・ 日 9:00 ～ 産業観光課 農林業担当

日 20-1833

9月12日 ・ 水 10:30 ～ 子ども家庭総合支援センター

水 23-1152

9月14日 金 11:00 ～ 市立図書館

22-4815

9月15日 土 11:00 ～ 市立図書館

22-4815

9月23日

ナチュラルな雰囲気の木とアルミの板を
使ったスプーン作り
（桂川ウェルネスパーク）

里山ぐらしの手しごと
デスク「スプーン作り」

つきの市（七保）

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/k
osodate/kosodate/jidoukan_event.htm
l
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/b
unka/shisetsu/bunka-sisetsu-
toshokan.html

手遊び、パネルシアターなど※定員各20
組（市総合福祉センター2階）

朗読ボランティア「如月の会」による
幼児対象の読み聞かせ
（図書館2階おはなしコーナー）

ロカンダ・アブラッチのシェフのご夫妻によ
るイタリアン教室※事前に申込み
（図書館2階）

市総合防災訓練

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/b
unka/shisetsu/bunka-sisetsu-
toshokan.html

たのしいひととき

平成30年9月～10月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

月　日

12:00

地元新鮮野菜や大月の名物品、手作りの
おいしいものや手作り小物が集まる「市」
（公正屋大月東店）

親子あそび

時間

避難訓練を中心とした総合防災訓練
防災無線放送とサイレンで周知

12:00

ロカンダ・アブラッチの
イタリアン教室

11:30

15:00

9月19日

秋の猿橋を楽しむ会

おはなし会

刺しゅう友の会
ししゅう好きが集まって、一緒に作品づくり
※事前に申込み（図書館2階）

民謡踊り、猿橋幼稚園児など制作の灯
篭、切り絵行灯の展示
（名勝猿橋周辺）

オイルの効能に合った浸出油づくり
（桂川ウェルネスパーク）

メディカルハーブ講座

絵本とおはなしの会「ぐりとぐら」による幼
児・小学生対象の読み聞かせ
（図書館2階おはなしコーナー）
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平成30年9月～10月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

月　日 時間

9月16日 日 13:30 ～ 大月市社会福祉協議会

23-2001

9月18日 火 11:00 ～ 大月市社会福祉協議会

23-2001

9月18日 火 15:00 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

9月19日 水 11:00 ～ 市立図書館

22-4815

9月20日 木 18:00 ～ 大月短大事務局

22-5611

9月20日 木 13:30 ～ 市立図書館

22-4815

9月22日 土 9:30 ～ 保健介護課 健康増進担当

23-8038

9月23日 日 10:00 ～ https://www.wellnesspark.jp/ 桂川ウェルネスパーク

（外部リンク） 20-3080

9月23日 日 14:00 ～ 三遊亭小遊三後援会（市民会館）

22-4811

9月26日 水 10:30 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

9月29日 土 19:30 ～ 社会教育課 スポーツ振興担当

23-8051

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/k
osodate/kosodate/jidoukan_event.htm
l

年内2回目の手づくり市。
（桂川ウェルネスパーク）

高校生以上を対象としたバレーボール教
室※29日・10月13日・20日・27日の全4回
（大月東中学校体育館）

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/b
unka/sports/softvolleyball.html

よってって市～秋～

絵本とおはなしの会「ぐりとぐら」による乳
幼児対象の読み聞かせ
（図書館2階おはなしコーナー）

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/k
osodate/kosodate/jidoukan_event.htm
l17:00

おもちゃ病院
おもちゃドクター高橋清房さんによる壊れ
たおもちゃの診療
（市総合福祉センター2階）

手遊びなどをしながら児童館の紹介※定
員20組（市総合福祉センター2階）

プリザーブドフラワー教室
※事前に申込み（図書館2階）

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/b
unka/shisetsu/bunka-sisetsu-
toshokan.html

男性の料理教室

19:30

ポリティカル・
エコノミー研究会

15:30

12:00

11:00

おおつき寄席

「ライフ・スタイルについて考える」公開授
業(大月短期大学岩殿ホール）

家族介護者教室

はじめの一歩

15:00

ふれあい講演会

炊き込みご飯、豚肉の生姜焼きサラダ添
えなど※定員12名、費用500円
(市総合福祉センター3階）

立川キャラバン隊「ひこうき雲」による公演
（市総合福祉センター6階）

寝たきりなどの高齢者を介護している家
族を対象に、知識の習得や心身のリフ
レッシュを図る（市総合福祉センター）

落語　出演者：三遊亭小遊三師匠、林家
たい平師匠ほか（市民会館大ホール）

ちいさなおへや

ソフトバレーボール教室

プリザーブドフラワー教室
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9月30日 日 13:30 ～ 市立図書館

22-4815

10月

10月6日 土 10:30 ～ 福祉課 福祉総務担当

23-8030

10月12日 金 9:00 ～ 保健介護課 健康増進担当

23-8038

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/h
ealth/korei/kinkonshiki.html

布花教室

市内一斉ウォーキング 各地区設定のコースでウォーキング

初心者向けのコサージュ教室
※事前に申込み（図書館2階）

金婚祝賀式
祝い状の贈呈・アトラクションなど
※昭和43年中に婚姻の夫婦を対象
（市民会館3階講堂）
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