
曜
日

行事名 内容(場所など） URL
問合（担当）

市外局番：0554

4月

4月27日 ～ 土 10:00 ～ ギャラリー民 

日 23-1488

5月

5月10日 金 11:00 ～ 市立図書館 

22-4815

5月11日 土 7:00 ～ シオジ森の学校 事務局

22-2775

5月11日 土 13:30 ～ 郷土研究会事務局

090-2205-0193

5月12日 ・ 日 9:00 ～ 産業観光課 農林業担当

日 20-1833

5月14日 火 13:00 ～ 市立図書館 

22-4815

5月14日 火 13:30 ～ 大月市社会福祉協議会 

23-2001

5月15日 水 10:30 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

5月15日 水 11:00 ～ 市立図書館 

22-4815

5月18日 土 11:00 ～ 大ツキ夕やけ市実行委員会 

22-1372

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）

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）

家族介護者教室

11:30

5月～6月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

時間月　日

絵・人形・ガラス・ニット・陶・彫刻など※期
間中の金・土・日曜日
（ギャラリー民とその周辺）

5月26日

5月26日
2019まうん展

15:00

歴史講演会

つきの市
12:00

夏鳥のさえずりを楽しむ※定員20名程度
（大峠、シオジの森）

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

演題（仮称）「岩殿山の歴史について」※
講師：清雲俊元（市民会館4階視聴覚室）

たのしいひととき
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）

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）

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）

シオジの森で
鳥のさえずりを聴こう

15:00

親子あそび

刺しゅう友の会

16:00

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）

大ツキ夕やけ市

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）

ちいさなおへや

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/k
osodate/kosodate/jidoukan_event.htm
l
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5月～6月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

時間月　日

5月18日 土 11:00 ～ 市立図書館 

22-4815

5月19日 日 10:00 ～ 市明るい社会づくり運動推進協議会

090-8511-3412

5月19日 日 13:30 ～ 市立図書館 

22-4815

5月20日 月 15:00 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

5月23日 木 9:00 ～ 保健介護課 健康増進担当

23-8038

5月23日 木 13:30 ～ 市立図書館 

22-4815

5月24日 金 10:30 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

5月25日 土 16:00 ～ 社会教育課 社会教育担当

23-8050

5月26日 他 日 社会教育課 スポーツ振興担当

23-8051

5月26日 日 13:30 ～ 市立図書館 

22-4815

5月29日 水 10:30 ～ 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
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osodate/kosodate/jidoukan_event.htm
l
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l
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パップンピットクラブ

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）

リズム遊びや運動遊びなど※定員30組
（桂川ウェルネスパーク）

各種演奏、俳句表彰式、書道パフォーマン
ス、剣士の橋渡りほか（名勝猿橋前広場）

プリザーブドフラワー教室
※事前に申込み（図書館2階）

各地区設定のコースでウォーキング
(雨天時中止）

おはなし会

11:30
出張親子あそび

19:00

プリザーブドフラワー教室

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）

はじめの一歩

体育祭開会式、アトラクション
（総合体育館）

仁科館長による子ども対象のワークショッ
プ※透明セロファンでおもしろのぞき窓を
作る（図書館2階映像ホール）

市内一斉ウォーキング

17:00

11:00

15:00

おもちゃ病院

第59回大月市体育祭

第18回橋上の月

アフリカへ毛布をおくる運動
毛布をおくるボランティア活動
（市民会館2階入口前駐車場※線路側）

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）

初心者向けのコサージュ教室
※事前に申込み（図書館2階）

布花教室
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5月～6月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

時間月　日

6月

6月1日 土 8:30 ～ シオジ森の学校 事務局

22-2775

6月1日 土 13:30 ～ 大月東中学校

22-2241

6月2日 日 13:00 ～ 大月歯科医師会

23-0302

6月15日 土 8:30 ～ 産業観光課 観光担当

20-1829

大月東中学校吹奏楽部
第21回定期演奏会

シオジの間伐と初夏のシオジの森を歩く※
定員20名程度（シオジの森）

シオジの間伐をしよう

歯と口の健康相談

観光ボランティアガイドが案内するトレッキ
ング（雁ヶ腹摺山）

「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）

15:00

秀麗富嶽十二景
トレッキング

歯科検診、歯科相談、矯正相談など（イオ
ン大月店北側階段）


