
日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名

1 金 9:30 ～17:00 博物館 夏だ！昆虫グッズ！無料レンタル（～8/31） 博物館

2 土 9:30 ～17:00 博物館
ロビー展「すごい標本!すごい資料!!」（～
10/5）

博物館

2 土 9:30 ～12:00 博物館 博物館講座（自然編）「植物画に挑戦！」 博物館

2 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

2 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

2 土 17:00 ～19:30 みどりの村 ふるさと応援鑑賞事業 TRIPRANEワンマンライブ 文化振興

4 月 16:30 ～18:00 東陽小学校体育館 ミニバスケットボール教室① スポーツ振興

5 火 15:00 ～16:00 あさひ多目的広場 キッズ☆サッカー教室① スポーツ振興

5 火 15:00 ～16:00 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ アイガモ水泳教室① スポーツ振興

5 火 図書館ギャラリー シルバー写真クラブ展（～7/16） 図書館

6 水 8:55 ～12:00 スポーツセンター 明和大学「体力測定・明和園清掃」 社会教育

6 水 10:00 ～11:30 町民会館他 フレッシュママセミナー（延期分・8/9まで） 社会教育

6 水 19:00 ～21:00 トレーニングセンター ﾋﾞﾎﾛ100㎞デュアスロン大会第3回実行委員会 スポーツ振興

7 木 15:00 ～16:00 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ アイガモ水泳教室② スポーツ振興

7 木 15:00 ～15:30 図書館視聴覚室 おはなしのへや 図書館

7 木 16:30 ～18:00 東陽小学校体育館 ミニバスケットボール教室② スポーツ振興

8 金 13:30 ～15:16 図書館視聴覚室 お楽しみ文学館「ミツバチと遠雷」（119分） 図書館

9 土 10:00 ～11:30 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ ＡＫＢスポーツチャレンジクラブ④ スポーツ振興

9 土 15:00 ～17:00 あさひ多目的広場 サッカー教室③ スポーツ振興

10 日 9:30 ～12:00 美幌神社 子どもちょっと体験教室「神社体験」 社会教育

10 日 13:30 ～15:30 図書館視聴覚室 おとなのための朗読会 図書館

11 月 16:30 ～18:00 東陽小学校体育館 ミニバスケットボール教室③ スポーツ振興

11 月 マナビティーセンター
プチアートギャラリー「クレヨン散歩」作品展示
（8/8まで）

社会教育

12 火 0.625 ～16:00 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ アイガモ水泳教室③ スポーツ振興

12 火 19:30 ～20:45 LIFE IN BIHORO みんなのまなび場応援事業 社会教育

13 水 15:00 ～16:00 あさひ多目的広場 キッズ☆サッカー教室② スポーツ振興

13 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

14 木 10:30 ～11:00 図書館視聴覚室 絵本とあそぼ 図書館

14 木 15:00 ～16:00 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ アイガモ水泳教室④ スポーツ振興

14 木 16:30 ～18:00 東陽小学校体育館 ミニバスケットボール教室④ スポーツ振興

14 木 18:30 ～ 町民会館 社会教育委員会議 社会教育

16 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

16 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

16 土 15:00 ～17:00 あさひ多目的広場 サッカー教室④ スポーツ振興

16 土 びほーる 吹奏楽合奏講習会 文化振興

17 日 9:30 ～17:00 博物館 道みんの日 無料開館 博物館

17 日 びほーる 吹奏楽合奏講習会 文化振興

令和４年７月分行事予定表
　　　　              　        　     　　　（美幌町教育委員会）                      （令和４年６月１７日現在）

時　　間



日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名時　　間

19 火 15:00 ～16:00 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ アイガモ水泳教室⑤ スポーツ振興

20 水 19:00 ～21:00 町民会館
サークル開設講座「みんなで楽しくコーラス教
室」

社会教育

21 木 15:00 ～16:00 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ アイガモ水泳教室⑥ スポーツ振興

21 木 15:00 ～15:30 図書館視聴覚室 おはなしのへや 図書館

21 木 16:30 ～18:00 東陽小学校体育館 ミニバスケットボール教室⑤ スポーツ振興

22 金 7:35 ～ 各小中学校 1学期終業日声かけ運動（定例巡視） 社会教育

22 金 8:45 ～15:00 弟子屈町 明和大学バス研修 社会教育

22 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

23 土 10:00 ～11:30 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ ＡＫＢスポーツチャレンジクラブ⑤ スポーツ振興

23 土 10:00 ～11:30 図書館視聴覚室
おはなしと工作のひろば「まるくない！？万華鏡
づくり」

図書館

23 土 15:00 ～17:00 あさひ多目的広場 サッカー教室⑤ スポーツ振興

23 土 16:00 ～17:30 町民会館 博物館講座（自然編）「シマフクロウ」 博物館

24 日 10:00 ～12:00 図書館視聴覚室 見たい知りたい調べ隊やってみよう自由研究 図書館

24 日 13:30 ～15:30
河畔公園パークゴルフ
場

パークゴルフ初心者講習会 スポーツ振興

26 火 10:15 ～11:45 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ 夏休みラッコ教室①小学1～3年生 スポーツ振興

26 火 図書館１階 新聞無償譲渡（～7/31） 図書館

27 水 10:15 ～11:45 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ 夏休みラッコ教室②小学1～3年生 スポーツ振興

27 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

27 水 19:00 ～21:00 町民会館
サークル開設講座「みんなで楽しくコーラス教
室」

社会教育

28 木 10:15 ～11:45 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ 夏休みラッコ教室③小学1～3年生 スポーツ振興

28 木 14:00 ～14:30 図書館視聴覚室 絵本とあそぼ 図書館

28 木 16:00 ～ 美幌町役場 第４回教育委員会定例会 総　務

29 金 10:00 ～10:30 博物館 プチ工房「ステンドうちわ」 博物館

29 金 11:00 ～11:30 博物館 プチ工房「ステンドうちわ」 博物館

29 金 14:00 ～14:30 博物館 プチ工房「ステンドうちわ」 博物館

29 金 15:00 ～15:30 博物館 プチ工房「ステンドうちわ」 博物館

30 土 10:00 ～10:30 博物館 プチ工房「ステンドうちわ」 博物館

30 土 11:00 ～11:30 博物館 プチ工房「ステンドうちわ」 博物館

30 土 13:30 ～15:30 図書館視聴覚室 アニメ映画会「逆襲のシャア」（120分） 図書館

30 土 14:00 ～14:30 博物館 プチ工房「ステンドうちわ」 博物館

30 土 15:00 ～15:30 博物館 プチ工房「ステンドうちわ」 博物館

31 日 10:00 ～11:30 ウッディーパーク 水鉄砲で天下を獲れ！BANG BANG BANG 社会教育

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）


