
日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名

1 木 9:30 ～17:00 博物館 美幌博物館でお宝を探せ！（～9/30） 博物館

1 木 15:00 ～15:30 図書館視聴覚室 おはなしのへや 図書館

1 木 15:30 ～16:30 スポーツセンター キッズ☆ビートスポーツ教室① スポーツ振興

3 土 10:00 ～ 11:30 あさひ多目的広場 ＡＫＢスポーツチャレンジクラブ⑦ スポーツ振興

3 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

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

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

8 木 10:30 ～11:00 図書館視聴覚室 絵本とあそぼ 図書館

8 木 15:30 ～16:30 スポーツセンター キッズ☆ビートスポーツ教室② スポーツ振興

9 金 13:30 ～15:13 図書館視聴覚室 お楽しみ文学館「塩狩峠」（103分） 図書館

10 土 10:00 ～12:30 博物館
博物館講座（芸術編）「まちの色で描く型染めパ
ネル」

博物館

11 日 8:00 ～12:00
河畔公園パークゴルフ
場

第24回町民交歓パークゴルフ大会 スポーツ振興

13 火 図書館１階 新聞無償譲渡（～9/18） 図書館

13 火 図書館１階
まち・ひと・ほんコーナー「9月21日は世界アル
ツハイマーデー」（～10/2）

図書館

14 水 15:00 ～16:00 あさひ多目的広場 キッズ☆サッカー教室⑥ スポーツ振興

14 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

15 木 8:00 十勝方面
〔明和大学〕合同修学旅行（本科３年・研修１
年）～１６日

社会教育

15 木 15:00 ～15:30 図書館視聴覚室 おはなしのへや 図書館

15 木 15:30 ～16:30 スポーツセンター キッズ☆ビートｽﾎﾟｰﾂ教室③ スポーツ振興

16 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

17 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

17 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

17 土 13:30 ～14:30 びほーるギャラリー
第2回　びほーるギャラリーコンサート　ちょっ
と気軽に「びフォールコンサート」

文化振興

18 日 8:30 ～13:00 南町グランド 2022年美幌町民ペタンク大会（体育祭） スポーツ振興

19 月 9:00 ～13:00
スポーツセンター
サニーセンター

多世代交流びほろスポーツチャレンジ
「びほっチャ」

スポーツ振興

19 月 9:30 ～17:00 博物館 敬老の日無料開館 博物館

21 水 9:45 ～15:00 町民会館（三小学校）
〔明和大学〕学年別学習（小学校訪問）・必修ク
ラブ活動

社会教育

21 水 17:00 ～18:30 トレーニングセンター 中３・高校生トレーニング教室① スポーツ振興

22 木 17:00 ～18:30 トレーニングセンター 中３・高校生トレーニング教室② スポーツ振興

22 木 19:00 ～20:00 トレーニングセンター デュアスロン大会第5回実行委員会議 スポーツ振興

23 金 10:00 ～11:30 博物館 プチ工房「やってみよう！草木染め」 博物館

23 金 14:00 ～15:30 博物館 プチ工房「やってみよう！草木染め」 博物館

24 土 10:00 ～11:30 博物館 プチ工房「やってみよう！草木染め」 博物館

24 土 13:30 ～14:58 図書館視聴覚室 アニメ映画会「となりのトトロ」 図書館

24 土 14:00 ～15:30 博物館 プチ工房「やってみよう！草木染め」 博物館

令和４年９月分行事予定表
　　　　              　        　     　　　（美幌町教育委員会）                      （令和４年８月１９日現在）

時　　間



日 曜日 場　　所 行　　　　事　　　　名 グループ名時　　間

24 土 図書館１階カウンター しおり配布（～10/2） 図書館

24 土
図書館１階児童コー
ナー

読書クイズ（～10/2） 図書館

25 日 8:00 ～12:00
河畔公園パークゴルフ
場

パークゴルフ協会長杯大会 スポーツ振興

25 日 9:00 ～16:30 美富テニスコート ソフトテニス大会（体育祭） スポーツ振興

25 日 9:00 ～12:00 図書館駐車場 第２７回古本市 図書館

25 日 11:00 ～11:30 図書館駐車場 美幌町図書館開館７０周年記念式典 図書館

25 日 11:00 ～12:00 図書館外 イキイキピアノ 図書館

25 日 図書館ギャラリー 手づくり絵本展 図書館

25 日 図書館ギャラリー 美幌町図書館７０周年記念展（～10/2） 図書館

26 月 9:30 ～12:00 トレーニングセンター 大谷幼稚園家庭教育学級幼児体力測定 社会教育

27 火 9:30 ～12:00 トレーニングセンター 大谷幼稚園家庭教育学級幼児体力測定 社会教育

27 火 図書館１階 無償譲渡コーナー設置（～10/9） 図書館

28 水 15:30 ～ 美幌町役場 第６回教育委員会定例会 総務

28 水 17:00 ～18:30 トレーニングセンター 中３・高校生トレーニング教室③ スポーツ振興

28 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

29 木 15:00 ～15:40 図書館視聴覚室 おはなしのへやプチスペシャル 図書館

29 木 15:30 ～16:30 スポーツセンター キッズ☆ビートｽﾎﾟｰﾂ教室④ スポーツ振興

29 木 17:00 ～18:30 トレーニングセンター 中３・高校生トレーニング教室④ スポーツ振興

30 金 17:00 ～18:30 トレーニングセンター 中３・高校生トレーニング教室⑤ スポーツ振興

図書館１階 まち・ひと・ほんコーナー「防災」（～9/11） 図書館

図書館ギャラリー 旭小学校夏休み作品展（～9/11） 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

9:30 ～17:00 博物館
ロビー展「すごい標本!すごい資料!」（7/2～
10/5）

博物館

（開催中の行事）


