
曜
日

行事名 内容(場所など） URL
問合（担当）

市外局番：0554

6月

6月1日 土 13:30 ～ 大月東中学校

22-2241

6月2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

6月2日 日 13:00 ～ 大月歯科医師会

23-0302

6月4日 火 13:00 ～ 市立図書館 

22-4815

6月9日 ・ 日 9:00 ～ 産業観光課 農林業担当

日 20-1833

6月11日 火 13:30 ～ 大月市社会福祉協議会 

23-2001

6月12日 ・ 水 10:30 ～ 子ども家庭総合支援センター

水 23-1152

6月12日 水 16:15 ～ http://www.ohtsuki.ac.jp/ 大月短大事務局 

（外部リンク） 22-5611

6月14日 金 11:00 ～ 市立図書館 

22-4815

6月15日 土 11:00 ～ 市立図書館 

22-4815

6月17日 月 15:00 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-115217:00

17:45

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）

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

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）

大月東中学校吹奏楽部
第21回定期演奏会

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）

大月癒しのフェスタ
「癒し」をテーマに販売や体験などさまざま
なブースが出店（桂川ウェルネスパーク）

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）

おはなし会

公開授業：テーマ「誰が大学進学を選択で
きるのか？－家庭の社会経済的背景に注
目して－」(大月短期大学Ｌ202教室）

令和元年6月～7月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

時間月　日

6月23日 12:00
つきの市

「オペラ座の怪人」など。OBとの合同演奏
を企画（市民会館大ホール）

歯と口の健康相談

家族介護者教室

たのしいひととき

親子あそび
6月19日

15:00

15:00

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）

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

16:00

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階おなはしコーナー）

11:30

歯科検診、歯科相談、矯正相談など
（イオン大月店北側階段）

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

刺しゅう友の会

第8回ポリティカル・
エコノミー研究会
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令和元年6月～7月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

時間月　日

6月18日 火 10:30 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

6月19日 水 11:00 ～ 市立図書館 

22-4815

6月21日 ・ 金 19:00 ～ 保健介護課 健康増進担当

木 23-8038

6月21日 ～ 金 19:30 ～ 社会教育課 スポーツ振興担当

火 23-8051

6月22日 土 10:00 ～ https://www.wellnesspark.jp/ 桂川ウェルネスパーク 

（外部リンク） 20-3080

6月22日 土 12:00 ～ 大ツキ夕やけ市実行委員会 

22-1372

6月23日 日 9:30 ～ 市民会館 

22-4811

6月26日 水 10:00 ～ 市立図書館 

22-4815

6月26日 水 10:30 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

6月30日 日 8:30 ～ 明日の風アスリートクラブ　山地

090-5996-9862

6月30日 日 13:30 ～ 市立図書館 

22-4815

7月4日 20:30
健康ウォーキング

依田武雄先生によるウォーキング教室
（21日：市民会館、4日：市民総合体育館）

11:30

1歳未満の子どもを持つ親子を対象とした
オイルマッサージ教室※定員15組
（市総合福祉センター4階）

弓道教室
※期間中の毎週火・金曜日　計10回
（真弓会道場　真木福正寺境内）

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

ベビーマッサージ

パップンピットクラブ

園内のハーブを使い、ハーブを暮らしに取
り込むための初心者向けイベント※先着
15名（桂川ウェルネスパーク）

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

仁科館長による子ども対象のワークショッ
プ※内容未定（図書館2階映像ホール）

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

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

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）

ヴァンフォーレ甲府のコーチによるスペ
シャルトレーニング、スーパーエアロビク
ス、トランポリンなど（市民総合体育館）15:30

ホップ体育館祭り

紙バンド使って軽くて丈夫なバッグや小物
を作る教室（図書館2階）

ハーブCafé「ラベンダーづく
し！スティックづくり&ウォー

ターづくり」

ちいさなおへや

ハンギングバスケット作り
教室

紙バンドを使って軽くて丈夫なバッグや小
物を作る教室（図書館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）

はじめの一歩

12:00

弓道教室

11:00

7月23日 21:00

大ツキ夕やけ市

12:00

地元の新鮮野菜、飲食店のおすすめ商品
などの販売(大月駅前広場）

紙バンドでつくる小物、
カゴ編み教室

11:30
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令和元年6月～7月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

時間月　日

7月

7月6日 土 9:00 ～ 消防署 救急担当

22-0119

7月6日 土 13:30 ～ 市民会館 

22-4811

7月6日 土 17:30 ～ 社会教育課 スポーツ振興担当

23-8051

7月7日 日 13:30 ～ 市立図書館 

22-4815

握力、上体起こし、反復横跳び、6分間歩
行、シャトルランなど（市民総合体育館）

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/a
nshin/bosai_saigai/syoubou.html

広い層の方々に楽しんでもらえる鑑賞会
（市民会館1階軽食コーナー）

心肺蘇生、AEDの使用法などの講座
※定員12名　受付午前8時30分から
（市消防本部3階大会議室）

杉山亮さんの
ものがたりライブ

大人も子どもも一緒に楽しむライブ※予約
制（図書館2階映像ホール）

体力・運動能力調査

12:00

20:30

普通救命講習会

第16回「往年のオーディオ」
システムの音色鑑賞会

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/anshin/bosai_saigai/syoubou.html
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