
日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名

4 火 10:00 ～12:00 大正橋スケートリンク ジュニアスピードスケート教室④ スポーツ振興

5 水 10:00 ～12:00 大正橋スケートリンク ジュニアスピードスケート教室⑤ スポーツ振興

6 木 15:00 ～15:30 図書館視聴覚室 おはなしのへや 図書館

7 金 10:00 ～11:00 博物館 プチ工房「スノードーム」 博物館

7 金 13:00 ～14:00 博物館 プチ工房「スノードーム」 博物館

7 金 15:00 ～16:00 博物館 プチ工房「スノードーム」 博物館

8 土 9:30 ～17:00 博物館
ロビー上映会「みどりの村でわくわく植物観察」
（～3/25まで）

博物館

8 土 10:00 ～10:30 リリー山スキー場 ＡＫＢスポーツチャレンジクラブ⑭ スポーツ振興

8 土 10:00 ～11:00 博物館 プチ工房「スノードーム」 博物館

8 土 13:00 ～14:00 博物館 プチ工房「スノードーム」 博物館

8 土 15:00 ～16:00 博物館 プチ工房「スノードーム」 博物館

9 日 9:00 ～12:00 コミュニティセンター 美幌町民ピンポン大会（体育祭） スポーツ振興

9 日 13:30 ～14:30 びほーる 令和４年美幌町成人の集い 社会教育

11 火 15:00 ～16:00 サニーセンター キッズ☆フットサル教室④ スポーツ振興

12 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

13 木 10:30 ～11:00 図書館視聴覚室 絵本とあそぼ 図書館

14 金 13:30 ～15:18 図書館視聴覚室
お楽しみ文学館「幸福の黄色いハンカチ」（108
分）

図書館

14 金 町民会館
「道民家庭の日」絵画コンクール入賞作品展（～
21日まで）

社会教育

15 土 9:00 ～11:00 リリー山スキー場 ジュニアスノーボード教室① スポーツ振興

15 土 9:00 ～10:30 スポーツセンター 町民体力測定会（体育祭）午前の部 スポーツ振興

15 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

15 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

15 土 11:00 ～12:30 スポーツセンター 町民体力測定会（体育祭）午後の部 スポーツ振興

16 日 10:00 ～12:00 町民会館 美幌町高校生リーダー養成講習会 社会教育

16 日 18:50 ～ スポーツセンター 親睦ソフトバレーボール大会（体育祭） スポーツ振興

17 月 7:50 ～8:20 美幌中学校・北中学校 中学校３学期始業日登校時声かけ運動 社会教育

18 火 10:00 ～11:30 町民会館 フレッシュママセミナー（～2/22まで） 社会教育

19 水 10:00 ～ 町民会館 明和大学「新年交礼会」 社会教育

20 木 7:40 ～8:10 美幌小・東陽小・旭小 小学校３学期始業日登校時声かけ運動 社会教育

20 木 15:00 ～15:30 図書館視聴覚室 おはなしのへや 図書館

21 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

22 土 9:00 ～11:00 リリー山スキー場 ジュニアスノーボード教室② スポーツ振興

22 土 10:00 ～11:00 大正橋スケートリンク ＡＫＢスポーツチャレンジクラブ⑮ スポーツ振興

22 土 13:30 ～15:02 図書館視聴覚室 アニメ映画会「モンスターズ・インク」(92分） 図書館

25 火 図書館１階 新聞無償譲渡(～1/30まで) 図書館

26 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４年１月分行事予定表
　　　　              　        　     　　　（美幌町教育委員会）                      （令和３年１２月１７日現在）

時　　間



日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名時　　間

27 木 14:00 ～14:30 図書館視聴覚室 絵本とあそぼ 図書館

27 木 18:30 ～ 町民会館 社会教育委員会議 社会教育

28 金 15:30 ～ しゃきっとプラザ 第１０回教育委員会定例会 総務

29 土 9:00 ～11:00 リリー山スキー場 ジュニアスノーボード教室③ スポーツ振興

29 土 9:30 ～17:00 博物館 雪の遊び広場（in博物館）　無料開館 博物館

29 土 10:00 ～10:30 博物館 無料工作「ロケットをつくろう」 博物館

29 土 11:00 ～11:30 博物館 無料工作「ロケットをつくろう」 博物館

29 土 14:00 ～14:30 博物館 無料工作「ロケットをつくろう」 博物館

29 土 15:00 ～15:30 博物館 無料工作「ロケットをつくろう」 博物館

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

博物館

（開催中の行事）


