
日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名

1 火 15:00 ～16:00 サニーセンター キッズ☆フットサル教室⑤ スポーツ振興

1 火 図書館１階 無償譲渡コーナー設置(～2/13) 図書館

2 水 9:45 ～15:00 町民会館 明和大学　全体講座・クラブ活動 社会教育

3 木 15:00 ～15:30 図書館視聴覚室 おはなしのへや 図書館

4 金 13:30 ～15:49 図書館視聴覚室 お楽しみ文学館「剱岳　点の記」（１３９分） 図書館

5 土 9:00 ～11:30 町内小学校体育館 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

5 土 9:30 ～17:00 博物館 企画展「冬季作品展」（2/5～3/6） 博物館

5 土 9:30 ～12:30
みどりの村森林公園
キャンプ場

体験会「スノーシューで冬森を探検」 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 13:30 ～14:30 町民会館 びほーるギャラリーコンサート 社会教育

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

12 土 9:00 ～14:30 大正橋スケートリンク
美幌ロータリークラブメダル争奪第53回美幌町民
スピードスケート大会（冬季体育祭）

スポーツ振興

12 土 9:30 ～17:00 博物館 ロビー展「ひな祭りとひな人形」（2/12～3/3） 博物館

12 土 10:00 ～11:30 リリー山スキー-場 ＡＫＢスポーツチャレンジクラブ⑯ スポーツ振興

12 土 10:00 ～12:00 博物館 体験会「アイヌ文化の植物利用」 博物館

13 日 9:00 ～12:00 柏ヶ丘公園陸上競技場
第55回町民スキー大会クロスカントリーの部（冬
季体育祭）

スポーツ振興

13 日 11:00 ～15:30 町民会館 クラウン・オン・ザ・ステージ公演 社会教育

14 月 19:30 ～20:30 トレーニングセンター 大人のダイエット教室① スポーツ振興

16 水 9:45 ～15:00 町民会館 明和大学　学年別学習・クラブ活動 社会教育

16 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

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 図書館ギャラリー ふらっとギャラリー(～3/3) 図書館

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 ～11:00 博物館
プチ工房「マーブリングでアート作品をつくろ
う」

博物館

18 金 11:00 ～12:00 博物館
プチ工房「マーブリングでアート作品をつくろ
う」

博物館

18 金 14:00 ～15:00 博物館
プチ工房「マーブリングでアート作品をつくろ
う」

博物館

18 金 15:00 ～16:00 博物館
プチ工房「マーブリングでアート作品をつくろ
う」

博物館

19 土 9:00 ～11:00 しゃきっとプラザ 子どもチャレンジクッキング 社会教育

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 ～11:30 陸上競技場 ＡＫＢスポーツチャレンジクラブ⑰ スポーツ振興

19 土 10:00 ～11:00 博物館
プチ工房「マーブリングでアート作品をつくろ
う」

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

令和４年２月分行事予定表
　　　　              　        　     　　　（美幌町教育委員会）                      （令和４年１月２０日現在）

時　　間



日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名時　　間

19 土 11:00 ～12:00 博物館
プチ工房「マーブリングでアート作品をつくろ
う」

博物館

19 土 14:00 ～15:00 博物館
プチ工房「マーブリングでアート作品をつくろ
う」

博物館

19 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 土 15:00 ～16:00 博物館
プチ工房「マーブリングでアート作品をつくろ
う」

博物館

20 日 13:30 ～15:00 町民会館 多文化共生推進事業（ＪＡびほろ） 社会教育

20 日 13:30 ～16:00 図書館視聴覚室 大人のための朗読会 図書館

21 月 19:30 ～20:30 トレーニングセンター 大人のダイエット教室② スポーツ振興

22 火 15:00 ～16:00 サニーセンター キッズ☆フットサル教室⑥ スポーツ振興

22 火 図書館１階 新聞無償譲渡（～2/27） 図書館

24 木 10:00 ～14:00 町民会館 明和大学　卒業・修了式、送別交流会 社会教育

24 木 14:00 ～14:30 図書館視聴覚室 絵本とあそぼ 図書館

25 金 15:30 ～ 美幌町役場 第１２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 図書館

26 土 14:00 ～14:30 図書館視聴覚室 美幌出前おはなしの会がらがらどんぷち公演 図書館

27 日 9:00 ～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

27 日 13:30 ～15:00 町民会館 多文化共生推進事業（ＪＡびほろ） 社会教育

28 月 19:30 ～20:30 トレーニングセンター 大人のダイエット教室③ スポーツ振興

町民会館
2022北京冬季オリンピック（パブリックビューイ
ング）調整中

スポーツ振興

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）

博物館

（開催中の行事）


