
平成２９年度　用瀬支所管内の主な行事予定
平成２９年４月１４日現在 とりまとめ 平成２８年４月１５日現在

※日程は現時点のものでよろしいです。今後、変更 行事の内容、日時は変更となる場合があります。

月 日 曜日 担当課 行事名 場所 主催等

5 水 各保育園 入園・進級式 社・用瀬・大村保育園 社・用瀬・大村保育園

7 金
用瀬小学校
千代南中学校 始業式 用瀬小学校、千代南中学校 用瀬小学校、千代南中学校

10 月
用瀬小学校
千代南中学校 入学式 用瀬小学校、千代南中学校 用瀬小学校、千代南中学校

17 月 地域振興課 地域振興会議合同会議 国府町コミニュティーセンター 地域振興局地域振興課

17 月 地域振興課 第1回用瀬地域振興会議 用瀬町総合支所 地域振興課

18 火 地域振興課 自治会長会役員会 用瀬町総合支所 用瀬町自治会長会

20 木 地域振興課 自治会長会総会 町民会館 用瀬町自治会長会

23 日 産業建設課 用瀬山系トレイル交流大会 用瀬アルプス 実行委員会

29 土 市民福祉課 米寿・喜寿敬老祝賀会 用瀬地区保健センター 用瀬地区社会福祉協議会

1～5 月～金 地域振興課 瀬戸川鯉のぼり流し 瀬戸川 上方往来散歩径

8 月 分室 ひいな学級 町民会館 分室

8 月 分室 郷土史講座 町民会館 分室

8 月 用瀬小学校 全校遠足 用瀬小学校

12 金 分室 成人学級 町民会館 分室

18 木 用瀬保育園 親子遠足 用瀬保育園

20 土 大村地区公民館 春の花いっぱい運動、ハーブガーデン 大村地区公民館 大村地区公民館

21 日 分室 第30回もちがせ流しびなマラニック大会 流しびなの館周辺 マラニック大会実行委員会

25 木 地域振興課 第2回用瀬地域振興会議 用瀬町総合支所 用瀬地域振興会議

26 金 分室 古文書を読む会 町民会館 分室

26 金 市民福祉課 金婚・ダイヤモンド婚記念祝賀会 用瀬地区保健センター 鳥取市

27 土 用瀬小学校 用瀬小学校運動会 用瀬小学校 用瀬小学校

未定 産業建設課 洗足山避難小屋完成記念登山 用瀬アルプス 用瀬町エコツーリズム連絡会

未定 分室 みすみ大学 町民会館 分室

1 木 人権文化センター 人権擁護委員の日・人権啓発パレード 町内一円 人権文化センター、人権擁護委員

2 金 分室 おり紙教室 町民会館 分室

2 金 用瀬保育園 ちまき作り 用瀬保育園

4 日 社地区公民館 社地区運動会 社スポーツ広場 いきいき社まちづくり協議会

4 日 大村地区公民館 大村地区大運動会 大村地区公民館、興徳広場 大村地区まちづくり協議会

9 金 分室 みすみ大学グラウンドゴルフ大会 梅ヶ瀬グラウンド 分室

9 金 分室 成人教室 岡山県真庭市 分室

11 日 用瀬地区公民館 用瀬ふれあい運動会 用瀬小学校 用瀬地区まちづくり協議会

30 金 分室 古文書を読む会 町民会館 分室

未定 地域振興課 自治会長会 町民会館 用瀬町自治会長会

未定 分室 陶芸体験教室 用瀬知足窯 分室

未定 分室 ひいな学級1日研修 未定 分室

2 日 大村地区公民館 大村地区生涯学習（鳥取道トンネル工事見学） 大村地区公民館 大村地区公民館、大村地区まちづくり協議会

3 月 市民福祉課 社会を明るくする運動街頭宣伝 町内一円 保護司会、更生保護女性会

8 土 分室 成人教室 用瀬小学校 分室

8 土 用瀬保育園 夕涼み会 用瀬保育園 用瀬保育園

19 水 保育園 用瀬・さじ保育園川遊び 用瀬町内 用瀬3保育園、さじ保育園

22 土 産業建設課 三角山登山会（仮） 三角山 用瀬町エコツーリズム連絡会

22 土 用瀬地区公民館 たいまつ行列 三角山女人堂 用瀬地区まちづくり協議会

23 日 用瀬地区公民館 三角山夏祭り 用瀬地区（1区～5区） 用瀬地区まちづくり協議会

23～8/24 千代南中学校 夏季休業

24～8/25 用瀬小学校 夏季休業

28 金 分室 古文書を読む会 町民会館 分室

29 土 社保育園 夕涼み会 社保育園 社保育園

未定 地域振興課 夏の川遊びフェスティバル（カヌー） 運動公園（カヌー公園） 用瀬町ジゲおこし実行委員会

未定 地域振興課 第3回用瀬地域振興会議 用瀬町総合支所 用瀬地域振興会議

未定 人権文化センター じんけん講演会 町民会館（予定） 人権文化センター

未定 分室 みすみ大学 町民会館 分室

未定 分室 ひいな学級 町民会館 分室

未定 分室 郷土史講座 未定 分室

４月

５月

６月

７月
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平成２９年度　用瀬支所管内の主な行事予定
平成２９年４月１４日現在 とりまとめ 平成２８年４月１５日現在

※日程は現時点のものでよろしいです。今後、変更 行事の内容、日時は変更となる場合があります。

月 日 曜日 担当課 行事名 場所 主催等

4 金 分室 おり紙教室 町民会館 分室

6 日 大村地区公民館 第10回おう穴まつり 大村地区公民館、おう穴群周辺 大村地区まちづくり協議会

9 水 大村地区公民館 夏休み友遊体験 未定 大村地区公民館

11 金 産業建設課 山の日BBQ 女人堂周辺 用瀬町エコツーリズム連絡会

14 月 分室 町民野球大会 用瀬球場 鳥取市体育協会用瀬支部

13 日 用瀬地区公民館 はねそ踊り大会 正覚寺境内 用瀬地区まちづくり協議会

19 土 地域振興課 ふれあいフェスティバル 運動公園 用瀬町ジゲおこし実行委員会

27 日 社地区公民館 社地区グラウンドゴルフ大会 社スポーツ広場 いきいき社まちづくり協議会

未定 地域振興課 自治会長会 町民会館 用瀬町自治会長会

未定 地域振興課 第4回用瀬地域振興会議 未定 用瀬地域振興会議

未定 土 産業建設課 千代川フェスティバル カヌーふれあいの水辺 千代川流域圏会議

未定 分室 ひいな学級 未定 分室

未定 分室 陶芸体験教室 用瀬知足窯 分室

6 水 用瀬保育園 ガイナーレ公園遊び

8～9 金～土 分室 成人学級1泊研修 徳島市 分室

9 土 千代南中学校 体育祭 千代南中学校 千代南中学校

16 土 用瀬保育園 用瀬保育園運動会 用瀬保育園 用瀬保育園

24 日 地区公民館 グリーンもちがせ 町内一円 各地区まちづくり協議会

28 木 用瀬小学校 市陸上大会 鳥取市

30 土 社保育園 社保育園運動会 社保育園 社保育園

未定 分室 みすみ大学 町民会館 分室

未定 分室 ひいな学級 町民会館 分室

未定 分室 郷土史講座 未定 分室

1 日 用瀬地区公民館 親睦グラウンドゴルフ 梅ヶ瀬GG広場 用瀬地区まちづくり協議会

5 木
用瀬小学校
千代南中学校 前学期終業式 用瀬小学校、千代南中学校 用瀬小学校、千代南中学校

6～10
用瀬小学校
千代南中学校 学期間休業 用瀬小学校、千代南中学校

11 水 用瀬小学校 始業式 用瀬小学校 用瀬小学校

6 金 分室 おり紙教室 町民会館 分室

7 土 分室 成人学級 町民会館 分室

8 日 分室 町民グラウンド・ゴルフ大会 梅ヶ瀬GG広場 鳥取市体育協会用瀬支部

9 月 分室 鳥取市民体育祭 コカコーラウエストパーク 用瀬地域体育会

15 日 社地区公民館 洗足山登山会 洗足山 いきいき社まちづくり協議会

21・22 土・日 分室 もちがせふれあいまつり 町民会館周辺 ふれあいまつり実行委員会

22 日 分室 子どもまつり 町民会館 用瀬町地区子ども会育成連絡協議会

22 日 分室 町民シルバーテニス大会 運動公園テニスコート 鳥取市体育協会用瀬支部

未定 地域振興課 自治会長会 町民会館 用瀬町自治会長会

未定 地域振興課 第5回用瀬地域振興会議 用瀬町総合支所 用瀬地域振興会議

未定 分室 みすみ大学 未定 分室

未定 分室 ひいな学級 未定 分室

未定 分室 もちがせの月を愛でる会 流しびなの館周辺 用瀬町文化団体協議会・月を愛でる会実行委員会

未定 分室 用瀬町美術展覧会 町民会館 用瀬町文化団体協議会・美術展実行委員会

5 日 保育園 鳥取市児童文化祭 未定 鳥取市

12 日 分室 町民バレーボール大会 千代南中学校体育館 鳥取市体育協会用瀬支部

12 日 社地区公民館 いきいき社むらまつり 社地区公民館 いきいき社まちづくり協議会

12 日 大村地区公民館 秋の花いっぱい運動 大村地区公民館 大村地区公民館

15 水 千代南中学校 市中合同文化祭

18 土 用瀬小学校 学習発表会 用瀬小学校 用瀬小学校

25 金 分室 古文書を読む会 町民会館 分室

25・26 土・日 公民館 鳥取市公民館まつり 鳥取市

未定 地域振興課 第6回用瀬地域振興会議 用瀬町総合支所 用瀬地域振興会議

未定 日 産業建設課 秋の用瀬アルプス縦走 用瀬アルプス 用瀬町エコツーリズム連絡会

未定 分室 もちがせふれあいまつりパートⅡ JA用瀬支店周辺 ふれあいまつり実行委員会ほか

未定 分室 みすみ大学 町民会館 分室

未定 分室 ひいな学級 町民会館 分室

８月

９月

１０月

１１月
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平成２９年度　用瀬支所管内の主な行事予定
平成２９年４月１４日現在 とりまとめ 平成２８年４月１５日現在

※日程は現時点のものでよろしいです。今後、変更 行事の内容、日時は変更となる場合があります。

月 日 曜日 担当課 行事名 場所 主催等

1 金 分室 おり紙教室 町民会館 分室

2 土 社保育園 生活発表会 社保育園 社保育園

18 日 分室 町民卓球大会 千代南中学校体育館 鳥取市体育協会用瀬支部

25～1/5 用瀬小学校 冬季休業 用瀬小学校

26～1/6 千代南中学校 冬季休業 千代南中学校

未定 地域振興課 自治会長会 町民会館 用瀬町自治会長会

未定 分室 みすみ大学 町民会館 分室

未定 分室 ひいな学級 町民会館 分室

未定 分室 郷土史講座 未定 分室

未定 保育園 保育園生活発表会 各保育園

3 水 産業建設課 新春雪山登山ｉｎ用瀬アルプス 洗足山 用瀬町エコツーリズム連絡会

26 金 分室 古文書を読む会 町民会館 分室

未定 地域振興課 新年賀詞交換会 町民会館 用瀬町自治会長会

未定 地域振興課 第7回用瀬地域振興会議 用瀬町総合支所 用瀬地域振興会議

未定 分室 みすみ大学 町民会館 分室

2 金 分室 おり紙教室 町民会館 分室

3 土 分室 成人学級 町民会館 分室

16 金 市民福祉課 確定申告相談（～3/15まで） 用瀬町総合支所ほか 市民福祉課

23 金 分室 古文書を読む会 町民会館 分室

未定 地域振興課 第8回用瀬地域振興会議 用瀬町総合支所 用瀬地域振興会議

未定 地域振興課 自治会長会 町民会館 用瀬町自治会長会

未定 産業建設課 山歩き講座 町民会館 用瀬町エコツーリズム連絡会

未定 分室 みすみ大学 町民会館 分室

未定 分室 郷土史講座 町民会館 分室

未定 分室 青少年育成講演会 町民会館 用瀬町地区子ども会育成連絡協議会

3 土 分室 流しびなの館で童謡をうたう会 流しびなの館 童謡をうたう会実行委員会

4 日 分室 町民剣道大会 千代南中学校体育館 鳥取市体育協会用瀬支部

4 日 人権文化センター あらゆる差別をなくする町民集会 町民会館 人権文化センター、用瀬町地区同和教育推進協議会

9 金 分室 成人学級 町民会館 分室

9 金 千代南中学校 卒業式 千代南中学校 千代南中学校

18 日 分室 町民バスケットボール大会 千代南中学校体育館 鳥取市体育協会用瀬支部

19 月 用瀬小学校 卒業式 用瀬小学校 用瀬小学校

23 金
用瀬小学校
千代南中学校 修了式

用瀬小学校
千代南中学校

用瀬小学校
千代南中学校

24 土 保育園 保育園卒園式 各保育園 各保育園

25 日 地区公民館 クリーンもちがせ 町内一円 各地区まちづくり協議会

未定 地域振興課 春の川遊びフェスティバル（ラフティング） 千代川 用瀬町ジゲおこし実行委員会

２月

３月

１２月

1月
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