
曜
日

行事名 内容(場所など） URL
問合（担当）

市外局番：0554

10月

10月5日 土 11:00 ～ 桂川ウェルネスパーク 

20-3080

10月6日 日 14:00 ～ 市民会館 

22-4811

10月8日 火 13:00 ～ 市立図書館 

22-4815

10月8日 火 13:30 ～ 大月市社会福祉協議会 

23-2001

10月10日 ～ 木 学校教育課　こどもの学び支援担当

月 23-8047

10月11日 金 11:00 ～ 市立図書館 

22-4815

10月13日 ～ 日 社会教育課 社会教育担当

土 23-8050

10月13日 ・ 日 9:00 ～ 産業観光課 農林業担当

日 20-1833

10月14日 ～ 月 9:00 ～ 桂川ウェルネスパーク 

月 20-3080

10月14日 月 10:00 ～ 桂川ウェルネスパーク 

20-3080

http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/kosodate/kyouikushien/watashin
osukinatokorophototen.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/bunka/shisetsu/bunka-sisetsu-
toshokan.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/bunka/bunka/otsukishi-
bunkasai.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/sangyo/nouringyo/tsukinoichi-
2019.html

12:00

発表・競技・展示の部
（市民会館）

ハーブcafé
「ドライハーブの作り方と

活用Lesson」

タネとりやさい展

昭和の懐かしい歌を聴いて、歌って元気
になるコンサート(市民会館大ホール）

昭和の歌コンサート

15:00

令和元年10月～11月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

時間月　日

10月27日 12:00
つきの市

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）

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6階）

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）

家族介護者教室

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）

たのしいひととき

公園で育てている「タネとり野菜」の展示、
ワークショップ（桂川ウェルネスパーク）17:00

刺しゅう友の会

つるのバスケット作り
植物のつるを編んで、すてきなバスケット
作り（桂川ウェルネスパーク）15:00

私の好きな所フォト展
小中学生が市内の好きな所を撮影し、メッ
セージを添えて応募した作品の展示（市
民会館2階市民ギャラリー）10月14日

第53回大月市文化祭
11月23日

11月4日

園内のハーブ園で採取して、クラフトや料
理に利用しながらハーブを楽しむイベント
（桂川ウェルネスパーク）
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令和元年10月～11月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

時間月　日

10月14日 月 学校教育課 学校づくり担当

23-8048

10月16日 水 10:30 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

10月16日 水 11:00 ～ 市立図書館 

22-4815

10月19日 土 10:00 ～ 産業観光課 産業振興担当

20-1857

10月19日 土 10:00 ～ 保健介護課 健康増進担当

23-8038

10月19日 土 10:00 ～ 建設課 施設営繕担当

20-1853

10月19日 土 11:00 ～ 市立図書館 

22-4815

10月20日 日 13:30 ～ 市立図書館 

22-4815

10月21日 月 15:00 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

10月24日 木 18:00 ～ 大月短大事務局 

22-5611

10月25日 金 9:00 ～ 保健介護課 健康増進担当

23-8038

http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/kosodate/kosodate/jidoukan_eve
nt.html

新鮮野菜や加工食品などを取りそろえた
お店が並ぶ軽トラ市（大月駅前交差点～
市役所前）

14:00

http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/bunka/shisetsu/bunka-sisetsu-
toshokan.html

http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/kosodate/kosodate/jidoukan_eve
nt.html

かけがえのない子どもを育
てる保護者と先生のための

講座

http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/bunka/shisetsu/bunka-sisetsu-
toshokan.html

14:00

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）

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）

布花教室

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）

親子あそび

ちいさなおへや

第9回大ツキ軽トラ市

いきいき健康コーナー
（第9回大ツキ軽トラ市）

17:00
おもちゃ病院

初心者向けのコサージュ教室※事前に申
込み（図書館2階）

建築士等による住まいに関する無料相談
（山梨中央銀行大月支店駐車場）

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）

健康機器による測定や健康相談、歯の表
彰など（山梨中央銀行大月支店駐車場）

11:30

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

「住まいの相談会」&「高齢期－早
めの住まいの備え相談コーナー」

（第9回大ツキ軽トラ市）

テーマ「他者の学びを支える」講師：堤英
俊氏（1部13:00～、2部14:00～）
（フリースクールオンリーワン）

14:00

第10回大月短期大学
ポリティカル・エコノミー

研究会

テーマ【「食」から始めるイスラーム理解～
飲食に関する規律を中心に～】講師：澁谷
朋樹氏（大月短期大学L200）19:30

おはなし会

http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/sangyo/syoukougyo/otsuki-
keitora-ichi.html
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令和元年10月～11月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

時間月　日

10月25日 金 10:30 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

10月26日 土 8:30 ～ 社会教育課 社会教育担当

23-8050

10月27日 日 11:00 ～ 市立図書館 

22-4815

10月30日 水 10:00 ～ 市立図書館 

22-4815

10月30日 水 10:30 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

10月30日 ・ 水 保健介護課 健康増進担当

火 23-8038

11月

11月1日 ～ 金 産業観光課 観光担当

金 20-1829

11月2日 土 14:00 ～ 社会教育課 スポーツ振興担当

23-8051

11月9日 土 9:00 ～ 大月市商工会

22-1648

11月10日 日 8:30 ～ 産業観光課 観光担当

20-1829

11月10日 日 14:00 ～ 社会教育課 スポーツ振興担当

23-8051

11月16日 土 8:45 ～ 産業観光課 観光担当

20-1829

http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/kanko/shurefugaku.html

http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/bunka/sports/aziran.html

http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/kanko/ibentojoho.html

http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/bunka/sports/sannkusude-.html

http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/kanko/ibentojoho.html

11:00

秀麗富嶽十二景
トレッキング

～高川山編～

はじめの一歩

サッカーＪ2　※対戦相手：アビスパ福岡
（山梨中銀スタジアム）

http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/kosodate/kosodate/jidoukan_eve
nt.html

紙バンドを使って、カゴやバッグを編む教
室（図書館2階）

観光ボランティアガイドが登り方や魅力を
案内※定員20名（高川山）

ヴァンフォーレ甲府
サンクスデー

出張親子あそび
リズム遊びや運動遊びなど※対象:0歳～
未就学児とその親　※定員30組
（市民総合体育館）

令和2年1月24日

11:30

わいわい道中
野草教室、工作教室、お菓子作りなど
（勤労青年センター）

図書館
ハロウィーンブックディ
・パップンピットクラブ

本のぶつぶつ交換、仮装してきた方への
しおりプレゼント、オバケ探しなど
（図書館）

http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/bunka/event/waiwaidoucyu.html

http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/bunka/shisetsu/bunka-sisetsu-
toshokan.html

健康ウォーキング教室
30日：ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ（18:30～勤労青年
ｾﾝﾀｰ）11月12日：大月のさんぽみちｺｰｽ
をｳｫｰｷﾝｸﾞ（13:30～桂川ｳｪﾙﾈｽﾊﾟｰｸ）

カゴ編み教室

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）

http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/kosodate/kosodate/jidoukan_eve
nt.html

http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/health/2016-0729-1022-11.html

アジランクリニック
（走り方教室）

ヴァンフォーレ甲府のフィジカルコーチに
よるランニングフォームの改善指導など
（勤労者体育センター）

第15回ふるさと産業まつり
大月の特産品の販売、展示コーナー、消
防まつりなど
（大月駅北側工場跡地）14:00

11月12日

第6回大月桃太郎伝説
扇山～百蔵山トレイルラン

扇山～百蔵山トレイルラン大会
（桂川ウェルネスパークなど）

第27回秀麗富嶽十二景
写真コンテスト

市が選定した秀麗富嶽十二景。その指定
された山頂一帯からの四季を通じた富士
山の写真を募集
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