
日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名

1 水 図書館１階 特集展示「韓国文学コーナー」（～12/30） 図書館

2 木 10:00 ～11:30 トレーニングセンター 健康寿命アップ講習② スポーツ振興

2 木 15:00 ～15:30 図書館視聴覚室 おはなしのへや 図書館

2 木 16:30 ～18:30 町民会館 びほーる演劇ひろば 社会教育

2 木 18:30 ～20:30 町民会館 社会教育委員会議(第４回) 社会教育

3 金 9:00 ～12:00 町民会館 家庭教育学級２園合同学習会 社会教育

4 土 9:30 ～17:00 博物館
企画展「おひろめコレクション展」（12/4～
1/16）

博物館

4 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

4 土 10:00 ～11:30 スポーツセンター ＡＫＢスポーツチャレンジクラブ⑫ スポーツ振興

4 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

6 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⑩ スポーツ振興

8 水 9:00 ～15:00 マナビティーセンター
みんなのまなび場応援事業
(報徳女性部：しめ縄づくり・ＺＯＯＭ研修)

社会教育

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

9 木 10:00 ～11:30 トレーニングセンター 健康寿命アップ講習③ スポーツ振興

9 木 10:30 ～11:00 図書館視聴覚室 絵本とあそぼ 図書館

9 木 16:30 ～18:30 町民会館 びほーる演劇ひろば 社会教育

9 木 図書館ギャラリー
博物館移動展「びほろのアケボノ～旧石器時代の
遺跡～」（～12/23）※最終日は正午まで

図書館

10 金 13:30 ～15:10 図書館視聴覚室 お楽しみ文学館「日々是好日」　（100分） 図書館

11 土 9:00 ～11:30 町内小学校 サタ☆スポ（小学校体育館開放事業） スポーツ振興

11 土 9:00 ～11:30 町民会館
おもしろキッズ共和国「クリスマスケーキづく
り」

社会教育

11 土 10:00 ～11:30 博物館 モノ作り教室「フェルトでブローチを作ろう」 博物館

11 土 14:00 ～15:30 博物館 モノ作り教室「フェルトでブローチを作ろう」 博物館

16 木 10:00 ～11:30 トレーニングセンター 健康寿命アップ講習④ スポーツ振興

16 木 15:00 ～15:30 図書館視聴覚室 おはなしのへや 図書館

16 木 16:30 ～18:30 町民会館 びほーる演劇ひろば 社会教育

17 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

18 土 9:00 ～21:00 リリー山スキー場 リリー山スキー場オープン（予定） スポーツ振興

18 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

18 土 10:00 ～11:30 スポーツセンター ＡＫＢスポーツチャレンジクラブ⑬ スポーツ振興

18 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

18 土 15:00 ～16:30 図書館視聴覚室 レコードコンサート 図書館

19 日 9:00 ～14:30 町民会館 美幌町高校生リーダー養成講習会 社会教育

21 火 15:00 ～16:00 サニーセンター キッド☆フットサル教室③ スポーツ振興

21 火 図書館１階 新聞無償譲渡（～12/26） 図書館

22 水 18:30 ～20:30 マナビティーセンター
第８次美幌町社会教育中期計画策定委員会議(第２
回)

社会教育

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

令和３年１２月分行事予定表
　　　　              　        　     　　　（美幌町教育委員会）                      （令和３年１１月１８日現在）

時　　間



日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名時　　間

23 木 7:50 ～8:20 美幌中学校・北中学校 ２学期終業日定例巡視活動(声かけ) 社会教育

23 木 10:00 ～11:30 トレーニングセンター 健康寿命アップ講習⑤ スポーツ振興

23 木 14:00 ～14:30 図書館視聴覚室 絵本とあそぼ 図書館

24 金 7:40 ～8:10 町内小学校 ２学期終業日定例巡視活動(声かけ) 社会教育

24 金 10:00 ～10:30 博物館 プチ工房「しめ縄飾り」 博物館

24 金 11:00 ～11:30 博物館 プチ工房「しめ縄飾り」 博物館

24 金 14:00 ～14:30 博物館 プチ工房「しめ縄飾り」 博物館

24 金 15:00 ～15:30 博物館 プチ工房「しめ縄飾り」 博物館

24 金 15:30 ～ 美幌町役場 第９回教育委員会定例会 総務

25 土 10:00 ～11:30 大正橋スケートリンク キッズ☆スケート教室① スポーツ振興

25 土 10:00 ～10:30 博物館 プチ工房「しめ縄飾り」 博物館

25 土 11:00 ～11:30 博物館 プチ工房「しめ縄飾り」 博物館

25 土 14:00 ～14:30 博物館 プチ工房「しめ縄飾り」 博物館

25 土 15:00 ～15:30 博物館 プチ工房「しめ縄飾り」 博物館

26 日 10:00 ～11:30 大正橋スケートリンク キッズ☆スケート教室② スポーツ振興

28 火 10:00 ～11:30 大正橋スケートリンク ジュニアスピードスケート教室① スポーツ振興

29 水 10:00 ～11:30 大正橋スケートリンク ジュニアスピードスケート教室② スポーツ振興

30 木 10:00 ～11:30 大正橋スケートリンク ジュニアスピードスケート教室③ スポーツ振興

30 木 15:00 ～15:30 図書館視聴覚室 おはなしのへや 図書館

下旬 大正橋スケートリンク 大正橋スケートリンク場開放予定 スポーツ振興

図書館１階 無償譲渡コーナー設置（～12/12） 図書館

（開催中の行事）


