
曜
日
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市外局番：０５５４

12月

12月1日 ～ 木 産業観光課 商工観光担当

日 20-1829

12月3日 土 10:00 ～ http://www.wellnesspark.jp/ 桂川ウェルネスパーク 

（外部リンク） 20-3080

12月3日 土 10:30 ～ 市立図書館 

22-4815

12月3日 土 地域整備課 都市整備担当

20-1855

12月4日 日 9:30 ～ 大月市社会福祉協議会 

23-2001

12月4日 日 秘書広報課 広聴広報担当

23-8005

12月6日 火 10:00 ～ 市民課 生活環境担当

23-8023

12月9日 金 11:00 ～ 市立図書館 

22-4815

12月10日 土 10:00 ～ http://www.ohtsuki.ac.jp/archives/13880 大月短大事務局 

（外部リンク） 22-5611

12月11日 日 9:00 ～ 産業観光課 農林業担当

20-1833

12月11日 日 13:30 ～ 市立図書館 

22-4815

福祉バザー　※収益金は、地区社協活動
などに活用（市民会館3階）

ノルウェーでニッセと呼ばれている小さい
サンタの話など（図書館2階）

パップンピットクラブ

つきの市

大月駅前のイルミネーション
（点灯式は、12月1日午後6時15分に実施）

模擬店、軽音・ダンスサークルによるライ
ブ、ふれあい動物園など
（大月短期大学）

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）

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）

幼児とその保護者のための、のんびり森
あそび(桂川ウェルネスパーク）

仁科館長による子ども対象のワークショッ
プ　※おもしろ羽子板作り（図書館2階映像
ホール）

正午

たのしいひととき

森のおやこえん

ふれあい福祉バザー

人権特設相談所

なかひらまいさん
おはなし会

大月駅前イルミネーション

月　日 時間

平成28年12月～平成29年1月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

15:00

12:00

大月短期大学・学園祭
（岩峰祭）

1月22日

市長との対話
市民の皆さんと市長が直接語り合う対話
（14:00～七保小体育館、19:00～初狩出張
所）

人権週間に伴う相談所の開設
※正午～午後1時は除く（市民会館4階）

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/b
unka/shisetsu/bunka-sisetsu-
toshokan.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/g
youmu/12chiikiseibi/2016-1125-
1437-17.html

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/s
hisei/kyodo/taiwashuukai_ishokushiki.
html

おおつき創生プラン
素案説明会

「おおつき創生（都市計画マスター）プラ
ン」素案についての説明（13:30～猿橋出
張所、19:00～市民会館4階）

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/b
unka/shisetsu/bunka-sisetsu-
toshokan.html
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anko/ibentojoho.html
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平成28年12月～平成29年1月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

12月14日 ・ 水 10:00 ～ 子ども家庭総合支援センター

木 23-1152

12月14日 水 11:00 ～ 市立図書館 

22-4815

12月14日 水 13:00 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

12月17日 土 9:40 ～ http://www.hello-nature.jp/iju/iju.html 企画財政課 地域活性化担当

（外部リンク） 23-5011

12月17日 土 11:00 ～ 市立図書館 

22-4815

12月19日 月 15:00 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

12月25日 日 11:00 ～ http://www.wellnesspark.jp/ 桂川ウェルネスパーク 

（外部リンク） 20-3080

1月8日 日 10:00 ～ 社会教育課 社会教育担当

23-8050

1月15日 日 10:30 ～ 社会教育課 スポーツ振興担当

23-8051

平成29年大月市成人式

平成29年1月

ゲーム・制作・プレゼントなど（市総合福祉
センター4階）

　移住相談員が案内する
冬のおおつき体感ツアー

空き家見学と先輩移住者からの声を聞き
ながら地域の暮らしに触れるバスツアー

子どもの身体の発育と病気に関する講演
会　※講師：稚枝子おおつきクリニック武
者院長（市総合福祉センター3階）

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）

乾燥させたトウモロコシの種をとりフライパ
ンでポンポンさせる　※他に午後1時・午後
2時に実施（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
乳幼児対象の読み聞かせ
（図書館　2階おはなしコーナー）

記念式典　※受付：午前9時～
（市民会館大ホール）

5部門による駅伝競走大会
※荒天の場合は22日
（市役所前スタート・大月東中ゴール）

17:00

15:00

おはなし会

土の子あそび
クリスマススペシャル

～ポップコーンを作ろう～

親子あそびのクリスマス

子育て講演会

12月15日

第53回
大月市駅伝競走大会

ちいさなおへや

大月おもちゃ病院

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

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/b
unka/event/seijinshiki.html

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

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

http://www.hello-nature.jp/iju/iju.html
http://www.wellnesspark.jp/
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/kosodate/kosodate/jidoukan_event.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/kosodate/kosodate/jidoukan_event.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/kosodate/kosodate/jidoukan_event.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/bunka/event/seijinshiki.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/bunka/event/seijinshiki.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/bunka/sports/ekidenkaisai.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/bunka/sports/ekidenkaisai.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/bunka/shisetsu/bunka-sisetsu-toshokan.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/bunka/shisetsu/bunka-sisetsu-toshokan.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/bunka/shisetsu/bunka-sisetsu-toshokan.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/kosodate/kosodate/jidoukan_event.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/kosodate/kosodate/jidoukan_event.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/kosodate/kosodate/jidoukan_event.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/bunka/shisetsu/bunka-sisetsu-toshokan.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/bunka/shisetsu/bunka-sisetsu-toshokan.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/bunka/shisetsu/bunka-sisetsu-toshokan.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/kosodate/kosodate/jidoukan_event.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/kosodate/kosodate/jidoukan_event.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/kosodate/kosodate/jidoukan_event.html

