
日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名

1 金 17:00 ～18:30 トレーニングセンター 中３・高校生トレーニング教室⑤ スポーツ振興

1 金 18:30 ～ 20:00 あさひ体育センター 剣道教室③ スポーツ振興

2 土 10:00 ～10:30 サニーセンター ボルダリングスタート講習①昼の部 スポーツ振興

2 土 11:00 ～11:30 サニーセンター ボルダリングスタート講習②昼の部 スポーツ振興

3 日 8:00 ～12:00
網走川河畔公園パーク
ゴルフ場

パークゴルフ協会長杯大会（体育祭） スポーツ振興

3 日 8:30 ～14:00 柏ヶ丘公園陸上競技場 第52回美幌陸上競技記録会（体育祭） スポーツ振興

3 日 9:00 ～16:00 スポーツセンター 町民バドミントン大会（体育祭） スポーツ振興

3 日 9:00 ～15:00 少年球場 第9回少年野球新人戦大会（体育祭） スポーツ振興

3 日 9:30 ～17:00 博物館 博物館開館記念日（無料開館） 博物館

3 日 10:00 ～10:30 博物館 無料工作「ハロウィンバック」 博物館

3 日 11:00 ～11:30 博物館 無料工作「ハロウィンバック」 博物館

3 日 14:00 ～14:30 博物館 無料工作「ハロウィンバック」 博物館

3 日 15:00 ～15:30 博物館 無料工作「ハロウィンバック」 博物館

4 月 18:30 ～20:00 あさひ体育センター 剣道教室④ スポーツ振興

4 月 19:00 ～20:00 トレーニングセンター レディースダイエット教室① スポーツ振興

5 火 18:30 ～20:00 あさひ体育センター 剣道教室⑤ スポーツ振興

6 水 19:00 ～19:30 サニーセンター ボルダリングスタート講習 スポーツ振興

6 水 図書館ギャラリー 旭小学校４年生学習発表展（～10/17） 図書館

7 木 15:00 ～15:40 図書館視聴覚室 おはなしのへや 図書館

7 木 15:30 ～16:30 スポーツセンター キッズ☆ビートスポーツ教室⑤ スポーツ振興

7 木 18:30 ～20:00 トレーニングセンター レベルアップ！！トレーニング教室① スポーツ振興

7 木 19:00 ～21:00 町民会館 新成人サークル「はたちのつどい」説明会 社会教育

8 金 13:30 ～15:31 図書館視聴覚室 お楽しみ文学館「火花」121分 図書館

8 金 18:30 ～20:00 あさひ体育センター 剣道教室⑥ スポーツ振興

9 土 10:00 ～11:30 南町公園 ＡＫＢスポーツチャレンジクラブ⑨ スポーツ振興

9 土 10:00 ～12:00 博物館 初心者からのコケ観察 博物館

10 日 8:30 ～15:00 いなみテニスコート 町民テニス大会（体育祭） スポーツ振興

11 月 19:00 ～20:00 トレーニングセンター レディースダイエット教室② スポーツ振興

14 木 10:30 ～11:00 図書館視聴覚室 絵本とあそぼ 図書館

14 木 15:30 ～16:30 スポーツセンター キッズ☆ビートスポーツ教室⑥ スポーツ振興

14 木 18:30 ～20:00 トレーニングセンター レベルアップ！！トレーニング教室② スポーツ振興

15 金 9:30 ～12:00 トレーニングセンター 家庭教育学級２園合同スポーツ交流会 社会教育

15 金 10:00 ～10:30 博物館 プチ工房「ハロウィンのがま口ポーチ」 博物館

15 金 11:00 ～11:30 博物館 プチ工房「ハロウィンのがま口ポーチ」 博物館

15 金 14:00 ～14:30 博物館 プチ工房「ハロウィンのがま口ポーチ」 博物館

15 金 15:00 ～15:30 博物館 プチ工房「ハロウィンのがま口ポーチ」 博物館

令和３年１０月分行事予定表
　　　　              　        　     　　　（美幌町教育委員会）                      （令和３年９月１７日現在）

時　　間



日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名時　　間

16 土 10:00 ～10:30 サニーセンター ボルダリングスタート講習①昼の部 スポーツ振興

16 土 10:00 ～10:30 博物館 プチ工房「ハロウィンのがま口ポーチ」 博物館

16 土 11:00 ～11:30 サニーセンター ボルダリングスタート講習②昼の部 スポーツ振興

16 土 11:00 ～11:30 博物館 プチ工房「ハロウィンのがま口ポーチ」 博物館

16 土 14:00 ～14:30 博物館 プチ工房「ハロウィンのがま口ポーチ」 博物館

16 土 15:00 ～15:30 博物館 プチ工房「ハロウィンのがま口ポーチ」 博物館

16 土 図書館視聴覚室 レコードコンサート 図書館

17 日 9:00 ～13:00 あさひ体育センター 剣道大会（体育祭） スポーツ振興

17 日 13:00 ～16:00 町民会館 北見斜網地区社会教育委員等研修会 社会教育

18 月 19:00 ～20:00 トレーニングセンター レディースダイエット教室③ スポーツ振興

20 水 9:45 ～15:00 町民会館 明和大学学習日 社会教育

20 水 19:00 ～19:30 サニーセンター ボルダリングスタート講習 スポーツ振興

21 木 15:30 ～16:30 スポーツセンター キッズ☆ビートスポーツ教室⑦ スポーツ振興

21 木 18:30 ～20:00 トレーニングセンター レベルアップ！！トレーニング教室③ スポーツ振興

22 金 17:00 ～19:20 美幌町民会館 スポーツ賞授賞式・ｽﾎﾟｰﾂ講演会 スポーツ振興

23 土 9:00 ～12:00 柏ヶ丘公園陸上競技場 スポーツ講演会（実技研修会：陸上競技） スポーツ振興

23 土 9:00 ～11:30 町内小学校 サタ☆スポ スポーツ振興

23 土 9:00 ～12:00 マナビティーセンター キッズカルチャークラブ陶芸教室 社会教育

24 日 10:00 ～12:00 町民会館 明るい家庭づくり絵画コンクール表彰式 社会教育

25 月 16:00 ～18:00 サニーセンター ペタンク教室① スポーツ振興

25 月 19:00 ～20:00 トレーニングセンター レディースダイエット教室④ スポーツ振興

26 火 図書館１階 新聞無償譲渡（～10/31） 図書館

26 火 図書館１階
まち・ひと・ほんコーナー「みんなちがってみん
ないい～子育てから支援まで～」（～11/25）

図書館

28 木 14:00 ～14:30 図書館視聴覚室 絵本とあそぼ 図書館

28 木 15:30 ～16:30 スポーツセンター キッズ☆ビートスポーツ教室⑧ スポーツ振興

28 木 15:30 ～ 美幌町役場 第７回教育委員会定例会 総務

28 木 18:30 ～20:00 トレーニングセンター レベルアップ！！トレーニング教室④ スポーツ振興

29 金 9:30 ～11:00 図書館視聴覚室 図書館ボランティアの日 図書館

29 金 13:30 ～15:44 図書館視聴覚室 お楽しみ文学館「羊と鋼の森」（134分） 図書館

29 金 16:00 ～18:00 サニーセンター ペタンク教室② スポーツ振興

30 土 9:30 ～12:00 博物館
博物館講座（自然編）「樹木治療の現場を見てみ
よう」

博物館

30 土 10:00 ～16:30 町民会館 第７１回美幌町文化祭 社会教育

30 土 13:30 ～15:25 図書館視聴覚室 アニメ映画会「ゲド戦記」（115分） 図書館

31 日 10:00 ～16:30 町民会館 第７１回美幌町文化祭 社会教育

31 日 13:00 ～17:00 Ｂ＆Ｇ海洋センター Ｂ＆Ｇ海洋センタークローズ スポーツ振興

31 日
河畔公園パークゴルフ
場

網走川河畔公園パークゴルフ場クローズ スポーツ振興

図書館ギャラリー 各サークル展(～10/3） 図書館

（開催中の行事）



日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名時　　間

図書館カウンター しおりプレゼント(～10/3） 図書館

図書館児童コーナー 読書クイズコーナー(～10/3） 図書館

図書館１階 無償譲渡コーナー設置(～10/3） 図書館

9:30 ～17:00 博物館
特別展「びほろのアケボノ～旧石器時代の遺跡
～」（～10/24）

博物館

9:30 ～17:00 博物館 ロビー展「すごい標本！すごい資料!」（～10/6） 博物館


