
日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名

2 水 図書館ギャラリー
博物館移動展「びほろ町４公園の草花図鑑」（～
11/17）

図書館

2 水 9:30 ～17:00 博物館 企画展「交通安全ポスター作文展」（～11/23） 博物館

3 木 10:00 町民会館
第71回美幌町文化祭（展示：3日～6日、芸能：3
日、6日）

文化振興

4 金 16:00 ～18:00 サニーセンター ペタンク教室③ スポーツ振興

5 土 9:00 ～12:00 あさひ体育センター 相撲大会（体育祭） スポーツ振興

5 土 9:30 ～17:00 博物館
ロビー上映会「昭和の美幌、昭和の北海道」（～
1/31）

博物館

5 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

5 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

5 土 14:00 ～17:00 あさひ体育センター 柔道大会（体育祭） スポーツ振興

6 日 8:30 ～11:50 あさひ体育センター ミニバレー大会（体育祭） スポーツ振興

7 月 16:00 ～18:00 サニーセンター ペタンク教室④ スポーツ振興

7 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⑤ スポーツ振興

9 水 9:45 ～15:00 町民会館 明和大学学習日 社会教育

9 水 15:00 ～16:00 サニーセンター キッズ☆フットサル教室① スポーツ振興

9 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

10 木 10:30 ～11:00 図書館視聴覚室 絵本とあそぼ 図書館

10 木 16:00 ～ 図書館視聴覚室 小中学生読書感想文コンクール表彰式 図書館

10 木 16:30 ～18:30 びほーるギャラリー びほーる演劇ひろば 文化振興

11 金 13:00 マナビティーセンター
プチアートギャラリー「はまなす革工芸サークル
作品展」（～12/2）

社会教育

11 金 13:30 ～14:56 図書館視聴覚室
お楽しみ文学館「ニッポン無責任野郎」（８６
分）

図書館

11 金 16:00 ～18:00 サニーセンター ペタンク教室⑤ スポーツ振興

12 土 9:00 ～11:30 町民会館びほーる 第38回美幌町少年の主張大会 社会教育

12 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⑩ スポーツ振興

12 土 16:00 ～17:30 町民会館
博物館講座（歴史編）「世界が注目するシベリア
北極圏の旧石器文化」

博物館

13 日 8:30 ～14:00 サニーセンター 第2回会長杯争奪サッカー大会（体育祭） スポーツ振興

14 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⑥ スポーツ振興

17 木 15:00 ～15:30 図書館視聴覚室 おはなしのへや 図書館

17 木 16:30 ～18:30 びほーるギャラリー びほーる演劇ひろば 文化振興

18 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 金 10:00 ～10:40 博物館 プチ工房「光の箱」 博物館

18 金 11:00 ～11:40 博物館 プチ工房「光の箱」 博物館

18 金 14:00 ～14:40 博物館 プチ工房「光の箱」 博物館

18 金 15:00 ～15:40 博物館 プチ工房「光の箱」 博物館

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

19 土 9:00 ～12:00 マナビティーセンター サークル開設講座「初心者陶芸教室」 社会教育

令和４年１１月分行事予定表
　　　　              　        　     　　　（美幌町教育委員会）                      （令和４年１０月２１日現在）

時　　間



日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名時　　間

19 土 10:00 ～11:30 サニーセンター ＡＫＢスポーツチャレンジクラブ⑪ スポーツ振興

19 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

19 土 10:00 ～10:40 博物館 プチ工房「光の箱」 博物館

19 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

19 土 11:00 ～11:40 博物館 プチ工房「光の箱」 博物館

19 土 14:00 ～14:40 博物館 プチ工房「光の箱」 博物館

19 土 15:00 ～15:40 博物館 プチ工房「光の箱」 博物館

21 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⑦ スポーツ振興

22 火 図書館１階 新聞無償譲渡（～11/27） 図書館

24 木 14:00 ～14:30 図書館視聴覚室 絵本とあそぼ 図書館

24 木 16:30 ～18:30 びほーるギャラリー びほーる演劇ひろば 文化振興

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

25 金 15:30 ～ 美幌町役場 第８回教育委員会定例会 総務

26 土 10:00 ～11:30 図書館視聴覚室
おはなしと工作のひろば「ピカピカ光るクリスマ
スツリーをつくろう」

図書館

27 日 8:45 ～12:30 町民会館 イマドキ講座（兼第50回美幌町女性のつどい） 社会教育

28 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⑧ スポーツ振興

29 火 図書館１階 無償譲渡コーナー設置（～12/11） 図書館

30 水 15:00 ～16:00 サニーセンター キッズ☆フットサル教室② スポーツ振興

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～」（～11/24）

図書館

（開催中の行事）


