
日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名

1 火 10:00 ～11:30 コミュニティセンター フレッシュママセミナー 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

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 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

6 日 9:00 ～12:00 リリー山スキー場
第55回美幌町冬季体育祭兼早川杯町民スキー大会
（アルペンの部）

スポーツ振興

6 日 9:00 ～17:00 美幌リリー山スキー場 リリー山スキー場（無料開放） スポーツ振興

6 日 18:30 ～20:30 びほーる みのや雅彦コンサート 社会教育

7 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

7 月 マナビティーセンター
プチアートギャラリー「ロマンドールサークル」
（31日まで）

社会教育

8 火 10:00 ～11:30 町民会館 フレッシュママセミナー 社会教育

9 水 9:30 町民会館 明和大学学生自治会役員選考委員会 社会教育

9 水 19:30 ～20:00 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

10 木 10:30 ～11:00 図書館視聴覚室 絵本とあそぼ 図書館

11 金 13:30 ～15:50 図書館視聴覚室 お楽しみ文学館「火天の城」(140分） 図書館

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⑱ スポーツ振興

12 土 14:00 ～16:00 びほーる びほーる演劇ひろば活動成果発表会リハーサル 社会教育

13 日 9:00 ～17:00 美幌リリー山スキー場 リリー山スキー場クローズ スポーツ振興

13 日 10:00 ～10:30 図書館視聴覚室 えいごとあそぼ！ 図書館

13 日 14:00 ～16:00 びほーる びほーる演劇ひろば活動成果発表会 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④ スポーツ振興

15 火 10:00 ～11:30 町民会館 フレッシュママセミナー 社会教育

15 火 図書館１階 新聞無償譲渡（～3/20） 図書館

15 水 各中学校体育館 中学校卒業証書授与式 学校教育

17 木 15:00 ～15:30 図書館視聴覚室 おはなしのへや 図書館

18 金 10:00 ～10:30 博物館 プチ工房「きれいなチューブブレスレット」 博物館

18 金 11:00 ～11:30 博物館 プチ工房「きれいなチューブブレスレット」 博物館

18 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

18 金 14:00 ～14:30 博物館 プチ工房「きれいなチューブブレスレット」 博物館

18 金 15:00 ～15:30 博物館 プチ工房「きれいなチューブブレスレット」 博物館

18 金 各小学校体育館 小学校卒業証書授与式 学校教育

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 ～10:30 博物館 プチ工房「きれいなチューブブレスレット」 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 ～11:30 博物館 プチ工房「きれいなチューブブレスレット」 博物館

19 土 14:00 ～14:30 博物館 プチ工房「きれいなチューブブレスレット」 博物館

令和４年３月分行事予定表
　　　　              　        　     　　　（美幌町教育委員会）                      （令和４年２月１８日現在）

時　　間



日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名時　　間

19 土 15:00 ～15:30 博物館 プチ工房「きれいなチューブブレスレット」 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

22 火 10:00 ～11:30 しゃきっとプラザ フレッシュママセミナー 社会教育

22 火 18:30 ～19:30 トレーニングセンター 第３回スポーツ推進委員会議 スポーツ振興

23 水 19:00 ～20:00 町民会館 第2回育成指導員会議 社会教育

23 水 19:30 ～20:00 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

24 木 10:30 ～11:00 図書館視聴覚室 絵本とあそぼ 図書館

25 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

25 金 15:00 ～ 美幌町役場 第１３回教育委員会定例会 総務

25 金 18:30 ～20:00 マナビティーセンター 社会教育委員会議 社会教育

26 土 9:30 ～17:00 博物館 特別展「びほろ町４公園の草花図鑑」（～10/23） 博物館

26 土 9:30 ～12:00 町民会館 博物館講座（自然編）「私たちのふるさと情報」 博物館

26 土 14:00 ～16:00 図書館視聴覚室 大人こそ絵本を楽しもう講座 図書館

29 火 10:00 ～11:30 町民会館 フレッシュママセミナー 社会教育

31 木 15:00 ～15:30 図書館視聴覚室 おはなしのへや 図書館

図書館ギャラリー ふらっとギャラリー（～3/3） 図書館

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

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

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」
（1/8～3/25）

博物館

（開催中の行事）


