
曜
日

行事名 内容(場所など） URL
問合（担当）

市外局番：0554

1月

1月7日 火 13:00 ～ 市立図書館 

22-4815

1月7日 火 13:30 ～ 大月市社会福祉協議会 

23-2001

1月10日 金 11:00 ～ 市立図書館 

22-4815

1月12日 ・ 日 9:00 ～ 産業観光課 農林業担当

日 20-1833

1月12日 日 10:00 ～ 産業観光課 観光担当

20-1829

1月12日 日 10:00 ～ 社会教育課 社会教育担当

23-8050

1月13日 月 10:00 ～ 消防課 消防団担当

30-0119

1月15日 ・ 水 10:30 ～ 子ども家庭総合支援センター

水 23-1152

1月15日 水 11:00 ～ 市立図書館 

22-4815

15:00

http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/bunka/shisetsu/bunka-sisetsu-
toshokan.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/sangyo/nouringyo/tsukinoichi-
2019.html

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

刺しゅう友の会

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）

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

大月市成人式

たのしいひととき

家族介護者教室

親子あそび

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）

式典など　※受付午前9時～
（市民会館大ホール）

令和2年1月～2月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

時間月　日

1月26日 12:00

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）

第2回おおつき
観光まちづくりセミナー

テストツアー取り組み結果、健康を軸にし
た観光事業の創生に関する講演会など
（桂川ウェルネスパーク）

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）

16:00

大月市消防出初式
式典など
（市民会館大ホール）

ちいさなおへや

1月22日 11:30
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令和2年1月～2月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

時間月　日

1月18日 土 11:00 ～ 市立図書館 

22-4815

1月19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

1月19日 日 10:30 ～ 社会教育課 スポーツ振興担当

23-8051

1月20日 月 15:00 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

1月22日 水 10:00 ～ 市立図書館 

22-4815

1月26日 日 13:30 ～ 市立図書館 

22-4815

1月29日 水 10:30 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

1月31日 金 11:00 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

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）

第56回
大月市駅伝競走大会

5部門による駅伝競走大会※一般（男子・
女子）の部、中学（男子・女子）の部、市内
体育会の部

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

http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/bunka/sports/ekidenkaisai.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）

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

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

はじめの一歩

11:30

おはなし会

17:00

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

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）

おもちゃ病院

手遊び、うた、お誕生カードプレゼントなど
※定員20組（市総合福祉センター3階）

お誕生会

仁科館長による子ども対象のワークショッ
プ※凧作り（図書館2階映像ホール）

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）11:00

パップンピットクラブ

ＨＯＴな冬まつり
テーマ「自然のチカラで楽しく！温かく！」
調理加工体験、餅つき、ＢＩＧカルタ取りな
ど（桂川ウェルネスパーク）15:00
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曜
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市外局番：0554

令和2年1月～2月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

時間月　日

2月

2月1日 土 9:00 ～ 社会教育課 スポーツ振興担当

23-8051

2月1日 土 13:30 ～ 市民会館 

22-4811

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

第19回往年のオーディオ
システムの音色鑑賞会

広い層の方に楽しんでもらえる鑑賞会（市
民会館1階軽食コーナー）

第39回国体記念
小学生卓球大会

小学生卓球大会
（市民総合体育館）
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