
日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名

1 日 8:00 ～
河畔公園
パークゴルフ場

パークゴルフ場オープン スポーツ振興

5 木 9:30 ～17:00 博物館 こどもの日無料開館 博物館

5 木 10:00 ～10:30 博物館 工作教室「鯉のぼりをつくろう」 博物館

5 木 11:00 ～11:30 博物館 工作教室「鯉のぼりをつくろう」 博物館

5 木 14:00 ～14:30 博物館 工作教室「鯉のぼりをつくろう」 博物館

5 木 15:00 ～15:30 博物館 工作教室「鯉のぼりをつくろう」 博物館

6 金 13:00 ～21:00 B&G海洋センター B&G海洋センターオープン スポーツ振興

7 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

7 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

9 月 19:00 ～20:00 トレーニングセンター 春のレディースダイエット教室① スポーツ振興

9 月 19:00 ～21:00 町民会館
第１回美幌町スポーツ推進委員・
美幌町トレーニングルーム運営指導員合同会議

スポーツ振興

11 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

12 木 10:30 ～11:00 図書館視聴覚室 絵本とあそぼ 図書館

13 金 13:30 ～15:41 図書館視聴覚室 お楽しみ文学館「獄門島」　（141分） 図書館

15 日 14:00 ～16:00 びほーる 外山啓介ピアノリサイタル 文化振興

16 月 19:00 ～20:00 トレーニングセンター 春のレディースダイエット教室② スポーツ振興

17 火 図書館ギャラリー
まち・ひと・ほんコーナー「分ければ資源・混ぜ
ればゴミ」（～6/5）

図書館

18 水 9:45 ～15:00 町民会館 明和大学（学年別学習・クラブ） 社会教育

19 木 15:00 ～15:30 図書館視聴覚室 おはなしのへや 図書館

20 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

20 金 10:00 ～10:40 博物館 プチ工房「寄せ木の一輪挿し」 博物館

20 金 11:00 ～11:40 博物館 プチ工房「寄せ木の一輪挿し」 博物館

20 金 14:00 ～14:40 博物館 プチ工房「寄せ木の一輪挿し」 博物館

20 金 15:00 ～15:40 博物館 プチ工房「寄せ木の一輪挿し」 博物館

21 土 10:00 ～10:40 博物館 プチ工房「寄せ木の一輪挿し」 博物館

21 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

21 土 11:00 ～11:40 博物館 プチ工房「寄せ木の一輪挿し」 博物館

21 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

21 土 14:00 ～14:40 博物館 プチ工房「寄せ木の一輪挿し」 博物館

21 土 15:00 ～15:40 博物館 プチ工房「寄せ木の一輪挿し」 博物館

23 月 19:00 ～20:00 トレーニングセンター 春のレディースダイエット教室③ スポーツ振興

24 火 19:00 ～ 町民会館 第1回青少年育成指導員会議 社会教育

24 火 図書館１階 新聞無償譲渡（～5/29） 図書館

25 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

26 木 14:00 ～14:30 図書館視聴覚室 絵本とあそぼ 図書館

27 金 18:30 ～20:30 町民会館 第２回社会教育委員会議 社会教育

令和４年５月分行事予定表
　　　　              　        　     　　　（美幌町教育委員会）                      （令和４年４月２０日現在）

時　　間



日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名時　　間

27 金 15:30 ～ 美幌町役場 第２回教育委員会定例会 総　務

28 土 9:30 ～12:00 古梅地区
博物館講座（歴史編）「歩いて発見！ぶら博物館
古梅編」

博物館

28 土 10:00 ～11:30 陸上競技場 ＡＫＢスポーツチャレンジクラブ① スポーツ振興

28 土 美幌中学校・北中学校 運動会 学校教育

30 月 19:00 ～20:00 トレーニングセンター 春のレディースダイエット教室④ スポーツ振興

31 火 図書館１階 無償譲渡コーナー（～6/12） 図書館

図書館ギャラリー
絵本展示「えほんですいすいすいぞくかん」（～
5/12）

図書館

9:30 ～17:00 博物館
特別展「びほろ町４公園の草花図鑑」（3/26～
10/23）

博物館

（開催中の行事）


