
日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名

1 木 15:00 ～16:00 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ アイガモ水泳教室① スポーツ振興

1 木 9:30 ～17:00 博物館 夏だ！昆虫グッズ！無料レンタル（～8/31） 博物館

1 木 15:00 ～15:30 図書館視聴覚室 おはなしのへや 図書館

1 木 町内11ヶ所 青少年健全育成のぼり旗設営(31日まで) 社会教育

3 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

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

6 火 15:00 ～16:00 あさひ多目的広場 キッズ☆サッカー教室① スポーツ振興

6 火 15:00 ～16:00 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ アイガモ水泳教室② スポーツ振興

6 火 10:00 ～12:00 子育て支援センター フレッシュママセミナー 社会教育

6 火 マナビティーセンター
プチアートギャラリー「シルバー写真クラブ」(8
月5日まで)

社会教育

6 火 図書館１階 無償譲渡コーナー設置（～7/18まで） 図書館

8 木 15:00 ～16:00 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ アイガモ水泳教室③ スポーツ振興

8 木 10:30 ～11:00 図書館視聴覚室 絵本とあそぼ 図書館

9 金 13:30 ～15:16 図書館視聴覚室
お楽しみ文学館「西の魔女が死んだ」（１０６
分）

図書館

10 土 10:00 ～11:30 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ ＡＫＢスポーツチャレンジクラブ④ スポーツ振興

10 土 15:00 ～17:00 あさひ多目的広場 サッカー教室① スポーツ振興

10 土 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

10 土 9:30 ～12:30
みどりの村森林公園
キャンプ場

縄文火起こしデイキャンプ 博物館

11 日 9:30 ～12:30 博物館 体験会「草花を活けてみよう」 博物館

11 日 14:00 ～16:30 町民会館 つみきサークル新入会員説明会 社会教育

12 月 マナビティーセンター
プチアートギャラリー「クレヨン散歩」(26日ま
で)

社会教育

13 火 15:00 ～16:00 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ アイガモ水泳教室④ スポーツ振興

13 火 10:00 ～12:00 町民会館 フレッシュママセミナー 社会教育

14 水 15:00 ～16:00 あさひ多目的広場 キッズ☆サッカー教室② スポーツ振興

14 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

15 木 15:00 ～16:00 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ アイガモ水泳教室⑤ スポーツ振興

15 木 15:00 ～15:30 図書館視聴覚室 おはなしのへや 図書館

15 木 18:00 ～19:30 サニーセンター 未来のアスリート応援事業「トークセッション」 スポーツ振興

16 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

16 金 18:30 ～20:00 町民会館 青パト講習会・指導員研修会・指導員会議 社会教育

16 金 20:00 マナビティーセンター お化け屋敷協力者会議 社会教育

17 土 10:00 ～11:30 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ ＡＫＢスポーツチャレンジクラブ⑤ スポーツ振興

17 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

17 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

17 土 15:00 ～17:00 あさひ多目的広場 サッカー教室② スポーツ振興

令和３年７月分行事予定表
　　　　              　        　     　　　（美幌町教育委員会）                      （令和３年６月１８日現在）

時　　間



日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名時　　間

17 土 16:00 ～17:30 町民会館
博物館講座（歴史編）北海道の旧石器文化～白滝
遺跡群の発掘成果を中心に～

博物館

19 月 10:00 ～12:00 町民会館 フレッシュママセミナー 社会教育

20 火 15:00 ～16:00 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ アイガモ水泳教室⑥ スポーツ振興

21 水 9:45 ～15:00 町民会館他 明和大学学習日 社会教育

22 木 13:30 ～15:30
河畔公園パークゴルフ
場

パークゴルフ初心者講習会 スポーツ振興

22 木 14:00 ～14:30 図書館視聴覚室 絵本とあそぼ 図書館

23 金 10:00 ～15:30
みどりの村森林公園
キャンプ場

工作教室「虫よけモザイクキャンドル」 博物館

24 土 10:00 ～15:30
みどりの村森林公園
キャンプ場

工作教室「虫よけモザイクキャンドル」 博物館

24 土 10:00 ～11:30 図書館視聴覚室
おはなしと工作のひろば「ペットボトルで魚つり
ゲームをつくろう」

図書館

24 土 13:30 ～15:29 図書館視聴覚室 アニメ映画会「ハウルの動く城」（119分） 図書館

25 日 10:00 ～12:00 図書館視聴覚室 見たい知りたい調べ隊やってみよう自由研究 図書館

25 日 10:00 ～18:00 びほーる スタインウェイ無料体験 社会教育

27 火 10:15 ～11:45 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ 夏休みラッコ教室①小学1～3年生 スポーツ振興

27 火 10:00 ～12:00 町民会館 フレッシュママセミナー 社会教育

27 火 10:00 ～15:00 図書館視聴覚室
手づくり絵本講習会「大きな木の絵本を作ろう」
（～7/28まで）

図書館

27 火 図書館１階 新聞無償譲渡（～8/1） 図書館

28 水 10:15 ～11:45 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ 夏休みラッコ教室②小学1～3年生 スポーツ振興

28 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

28 水 札幌ドーム 東京オリンピック（サッカー現地研修）予定 スポーツ振興

29 木 10:15 ～11:45 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ 夏休みラッコ教室③小学1～3年生 スポーツ振興

29 木 15:00 ～15:30 図書館視聴覚室 おはなしのへや 図書館

30 水 15:30 第４回教育委員会定例会 総　務

31 土 15:00 ～17:00 あさひ多目的広場 サッカー教室③ スポーツ振興

31 土 10:00 ～10:30 図書館視聴覚室 英語とあそぼ！ 図書館

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

博物館

（開催中の行事）


