
曜
日

行事名 内容(場所など） URL
問合（担当）

市外局番：0554

7月

7月3日 火 13:00 ～ 市立図書館 

22-4815

7月7日 土 17:30 ～ 社会教育課 スポーツ振興担当

23-8051

7月8日 ・ 日 9:00 ～ 産業観光課 農林業担当

日 20-1833

7月11日 ・ 水 10:30 ～ 子ども家庭総合支援センター

水 23-1152

7月13日 金 11:00 ～ 市立図書館 

22-4815

7月14日 土 9:00 ～ 総務管理課 法制防災担当

23-8008

7月14日 ～ 土 9:30 ～ 石心書道会

月 22-3389

7月14日 土 11:00 ～ 市民課 生活環境担当

23-8023

7月14日 土 13:30 ～ 市民会館 

22-4811

7月15日 他 日 10:00 ～ https://www.wellnesspark.jp/ 桂川ウェルネスパーク 

（外部リンク） 20-3080

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/b
unka/sports/tairyoku_sokutei.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/a
nshin/bosai_saigai/leaderyouseikouza2
41028.html

16:30

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）

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）

書道作品展（16日は午後4時まで）
（市民会館2階ギャラリー）18:00

第11回「往年のオーディオ」
システムの音色鑑賞会

往年のオーディオシステムを使用した音楽
鑑賞会（市民会館1階軽食コーナー）

12:00

刺しゅう友の会

月　日 時間

7月は虫よけハーブとチンキ剤づくり※定
員10名（9.10.12.3月にも開催）（桂川ウェル
ネスパーク）

平成30年7月～8月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

第11回石心会書展
第16回学生展

第7回桑田大麓書展

12:00

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）

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）

15:00

防災全般・自主防災会に関する講習、ＡＥ
Ｄや応急手当などの実技講習
（消防本部3階大会議室）

親子あそび

体力・運動能力調査

家庭用天ぷら油の
無料回収

廃食油のリサイクルを行うため、家庭用の
天ぷら油を回収（市役所正面玄関）

20:30

つきの市（七保）

たのしいひととき

12:00

地域防災リーダー
養成講習会

7月22日

7月18日 11:30

メディカルハーブ講座

7月16日
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平成30年7月～8月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

7月15日 日 17:00 ～ 猿橋保勝会

22-0507

7月17日 火 13:30 ～ 大月市社会福祉協議会

23-2001

7月17日 火 15:00 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

7月18日 水 11:00 ～ 市立図書館

22-4815

7月18日 水 18:00 ～ 大月短大事務局

22-5611

7月19日 木 13:30 ～ 市立図書館

22-4815

7月20日 ～ 金 9:30 ～
広域事務組合
（まるたの森クリーンセンター）

水 20-2651

7月21日 土 8:00 ～ 産業観光課 農林業担当

20-1833

7月21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

7月21日 土 11:00 ～ 市立図書館 

22-4815

7月21日 土 12:00 ～ 大ツキ夕やけ市実行委員会

22-1372

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

8月22日

「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）

サン・スポーツランド都留のプール開場
（都留市田野倉）

大ツキ夕やけ市
16:00

15:00

サン・スポーツランド都留
プール開場

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）

プリザーブドフラワー教室

シオジ森の学校
「森で楽しもう」

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）

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）

ポリティカル・エコノミー
研究会

里山ぐらしの
手しごとデスク

「梅しごと」

梅を砂糖漬けにしてシロップ作り※定員20
名（桂川ウェルネスパーク）

土の中の生き物探しとマミヤの滝見学
（シオジの森）

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）

夏の猿橋を楽しむ会

ちいさなおへや

本神輿、子ども神輿巡行、紅富士太鼓演
奏、よさこいソーランパフォーマンスなど
（名勝猿橋周辺）

17:00

家族介護者教室
15:00

16:00

19:30

おはなし会

プリザーブドフラワー教室
※事前に申込み（図書館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）

おもちゃ病院
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平成30年7月～8月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

7月22日 日 11:00 ～ https://www.wellnesspark.jp/ 桂川ウェルネスパーク 

（外部リンク） 20-3080

7月22日 日 13:30 ～ 市立図書館

22-4815

7月25日 水 10:30 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

7月28日 土 8:00 ～ 産業観光課 農林業担当

20-1833

7月28日 ・ 土 13:00 ～ 大月短大事務局

日 22-5611

7月29日 日 13:30 ～ 市立図書館

22-4815

7月31日 火 子ども家庭総合支援センター

23-1152

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

布花教室
初心者向けのコサージュ教室
※事前に申込み（図書館2階）

普段は間近で見ることのない働く車の乗
車体験や活動の見学など
（桂川ウェルネスパーク）

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

はじめの一歩

足型アート

8月5日 16:00

11:00

大月短期大学
オープンキャンパス

母親クラブ主催の足型を使った作品づくり
（①10:30～②11:30～）※定員各回10組
（市総合福祉センター2階）

大学紹介、模擬授業、キャンパスツアーな
ど（大月短期大学）

仁科館長による子ども対象のワークショッ
プ※子どもテントで読んだ絵本の世界を
作ってみよう！（図書館2階映像ホール）

あつまれ！はたらくくるま
16:00

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）

小金沢黒岳への登山、湯ノ沢峠付近で高
山植物の観察（小金沢黒岳など）

パップンピットクラブ

シオジ森の学校
夏のトレッキング
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平成30年7月～8月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

8月

8月4日 土 10:00 ～ 企画財政課 地域活性化担当

23-5011

8月4日 土 15:00 ～ 産業観光課 観光担当

20-1829

8月7日 火 13:30 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

8月8日 水 9:45 ～ 秘書広報課 秘書担当

23-8004

8月8日 ・ 水 14:00 ～ http://www.otsuki.or.jp/ 大月市商工会

木 （外部リンク） 22-1648

8月11日 土 8:00 ～ 産業観光課 農林業担当

20-1833

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/k
anko/topics.html

シオジ森の学校
「森で楽しもう」

シオジの森を流れる沢の水質調査
（シオジの森）

16:00

17:008月9日

15:00
工作会

21:30
第35回かがり火市民祭り

真夏の
“おおつき体感ツアー”

移住相談員の案内による市内の空き家見
学と交流会をあわせたバスツアー

工作、本の読み聞かせ※定員20名
（市総合福祉センター6階）

ラッキーシティラン、各地域伝統芸能、御
神火隊、夜店、物産展など（大月東小学
校、国道20号の一部）

夏休み・まちゼミ
商店街探索ツアー

商店街の探索ツアー※定員各日10名
（8日：猿橋5店舗、9日：大月5店舗）

記念式典（市民会館大ホール）市制施行64周年記念式典

http://www.otsuki.or.jp/
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/kanko/topics.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/kanko/topics.html

