
日 曜 行事名 とき ところ 所属

第68回美唄市民文化祭参加者募集（24日まで） - 市民会館 市民会館

令和４年度美唄市職員採用試験申込受付
（25日まで、保健師の申込は９月３日まで）

- 総務課、消防本部総務課
総務課、
消防本部総務課

心の輪を広げる障がい者理解促進事業作品募集（31日まで） - 空知総合振興局社会福祉課
空知総合振興局社
会福祉課

第11回後藤竜二作品読書感想文コンクール作品募集（９月10日まで） - 図書館 図書館

２Ｆミニコーナー「アウトドアに関する本」（９月30日まで） - 図書館 図書館

子どものいる風景フォトコンテスト作品募集（９月30日まで） - 子育て支援センター こども未来課

旧東明駅舎開館日（10月３日までの毎月第１日曜日） 9:00 旧東明駅舎 生涯学習課

第34回油絵サークル歩絵夢展（31日まで、月曜日を除く） 10:00 ギャラリーよしおか
油絵サークル歩絵
夢・池田

公民館桜井邸分館開館日（10月27日までの毎週水・日曜日） 10:00 公民館桜井邸分館 生涯学習課

北海道ベースボールリーグ2021シーズン公式戦 13:30 美唄市営野球場
北海道ベースボール
リーグ

市営住宅の入居者募集（６日まで） 8:45 都市建築住宅課 都市建築住宅課

一般相談（心配ごと相談）（祝日を除く月～金曜日） 9:00 総合福祉センター 社会福祉協議会

消費生活相談（祝日を除く月・火・木・金曜日） 10:00
市役所１階消費生活セ
ンター

美唄消費者協会

3 火 ほっぷ（０～２歳児優先、毎週火曜日） 13:00 子育て支援センター こども未来課

平和図書コーナー（15日まで） - 図書館 図書館

思い出の炭鉱写真展（16日まで） -
アルテピアッツァ美唄
ギャラリー

アルテピアッツァ美唄

水遊び 10:00 認定こども園ひまわり こども未来課

13:00 東光団地集会所
13:30 有為団地
14:00 ゆたか会館

令和３年度びばい市民カレッジ「ほっかいどう学」かでる講座「先人た
ちの息吹を感じる歴史的建造物と生業」

14:00 郷土史料館 生涯学習課

①14:00
②16:30
14:30
15:30

北海道ベースボールリーグ2021シーズン公式戦 15:30 美唄市営野球場
北海道ベースボール
リーグ

乳幼児健診 9:00 保健センター 健康推進課

くりの木サロン（ほか19日・26日） 10:00 東明西福祉会館 社会福祉協議会

ほっぷ（０～２歳児優先、毎週木曜日） 10:00 子育て支援センター こども未来課

び～助健康体操 10:00 総合体育館 健康推進課

ゆいサロン 10:00 有為団地集会所 社会福祉協議会

精神障がい者家族相談 13:30
美唄のぞみ会共同作業
所

美唄のぞみ会

平和の鳴鐘 8:15 正教寺
原水爆禁止美唄協
議会・佐久間

10:00
14:30
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2 月

移動図書館 図書館

運転免許更新時講習①違反②優良 市民会館 生活環境課

かき氷作り 子育て支援センター こども未来課

5 木

6 金
七夕飾り作り 子育て支援センター こども未来課

1 日

4 水
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アルテクリーン会（毎週土曜日） 8:30
アルテピアッツァ美唄
アートスペース

アルテピアッツァ美唄

アルテ定時ガイドツアー（毎週土曜日） 10:00
アルテピアッツァ美唄
アートスペース

アルテピアッツァ美唄

こころを彫る授業（ほか８日） 10:00
アルテピアッツァ美唄
ストゥディオアルテ

アルテピアッツァ美唄

①10:00
②13:30

夏休み体験講座「チャレンジ勾玉づくり！」 10:00 郷土史料館 郷土史料館

炭鉱映像館 13:30
アルテピアッツァ美唄
アートスペース

アルテピアッツァ美
唄

9:30
14:00

南美唄福祉会館　ほか
市民ふれあいサロン

平和の鳴鐘 11:02 正教寺
原水爆禁止美唄協
議会・佐久間

水の広場清掃日（ほか11日・23日・24日） -
アルテピアッツァ美唄
水の広場

アルテピアッツァ美
唄

「がんばろう！びばい応援券」の販売（20日まで、14日・15日を除く） 9:00 美唄商工会議所 美唄商工会議所

アルテピアッツァ美唄開館日 9:00 アルテピアッツァ美唄
アルテピアッツァ美
唄

いなほ会 10:00 北福祉会館 社会福祉協議会

行政相談（予約制） 13:00 ふるさとハローワーク 美唄デザイン課

地域懇談会「市長とのふれあいトーク」 14:00 落合生活館 美唄デザイン課

平和映像作品「ヒロシマ　被爆者からの伝言」上映会（14日まで） - 郷土史料館 郷土史料館

平和祈念行事「ポスター展」（15日まで） - 市民ふれあいサロン 総務課

小学生パソコン教室（夏休み）（ほか12日） 9:00 地域人材開発センター 地域人材開発センター

ものづくりマイスター 9:00 放課後児童施設（中央） 生涯学習課

①10:00 東明生活館
②18:00 西美唄福祉会館
10:10 障害者支援施設パシオ
13:00 峰延駅前
13:30 恵風園
14:10 進徳団地

法律相談 13:00 総合福祉センター 社会福祉協議会

①13：30
②15：00

お絵かき遊び 14:30 子育て支援センター こども未来課

心の健康相談 15:00 総合福祉センター 社会福祉協議会

北海道ベースボールリーグ2021シーズン公式戦 15:30 美唄市営野球場
北海道ベースボール
リーグ

１歳６カ月児・３歳児健診 9:00 保健センター 健康推進課

び～助健康体操 10:00 総合体育館 健康推進課

①14:00 南美唄福祉会館
②18:00 市民会館

東４条サロン 9:30 東４条福祉会館 社会福祉協議会

身体障がい者生活相談 13:00 総合福祉センター 社会福祉協議会

「水の広場」キャンドル点灯 18:30
アルテピアッツァ美唄
水の広場

アルテピアッツァ美唄

7 土

子ども無料映画上映会（①トムとジェリー、②モンスター・ホテル２） 郷土史料館 郷土史料館

8 日

9 月

献血日 コープさっぽろびばい店 健康推進課

「がんばろう！びばい応援券」の販売 10:00 美唄商工会議所

10 火

地域懇談会「市長とのふれあいトーク」 美唄デザイン課

移動図書館（ほか25日） 図書館

運転免許更新時講習①一般②初回 市民会館 生活環境課

12 木

地域懇談会「市長とのふれあいトーク」 美唄デザイン課

13 金

11 水
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○○マルシェ「美唄の作家さん」 10:00 コアビバイ 地域おこし協力隊

おはなしの会・３歳児ブックスタート 10:30 図書館 図書館

北海道ベースボールリーグ 「北関東選抜」交流戦 13:30 美唄市営野球場
北海道ベースボール
リーグ

なつかしの映画上映会（ローレル＆ハーディの天国二人道中） 14:00 郷土史料館 郷土史料館

峰延サロン 9:30 峰延福祉会館 社会福祉協議会

おおきくなったかな（身長・体重測定） 10:00 子育て支援センター こども未来課

16:00
16:15

北海道ベースボールリーグ2021シーズン公式戦 15:30 美唄市営野球場
北海道ベースボール
リーグ

16:15
17:30

地域懇談会「市長とのふれあいトーク」 18:00 茶志内中央福祉会館 美唄デザイン課

第５回定例校長会 9:30 市役所４階教育委員室 指導室

茶志内双葉保育園に遊びに遊びに行こう 10:00 茶志内双葉保育園 こども未来課

令和３年度びばい市民カレッジ「ほっかいどう学」かでる講座「若者の
長所を育てる」

14:00 郷土史料館 生涯学習課

①14:00 東明西福祉会館
②18:00 峰延福祉会館

アルテピアッツァ美唄とその周辺に棲む生きものたち（30日まで） -
アルテピアッツァ美唄
ギャラリー

アルテピアッツァ美
唄

乳幼児健診 9:00 保健センター 健康推進課

び～助健康体操 10:00 総合体育館 健康推進課

こころの健康相談 13:00 岩見沢保健所 岩見沢保健所

地域懇談会「市長とのふれあいトーク」 18:00 東福祉会館 美唄デザイン課

公共職業訓練（緊急再就職訓練）経理パソコン活用科（12月17日まで） 9:00 地域人材開発センター
地域人材開発セン
ター

旧南美唄小学校・旧南美唄中学校の学校備品の見学会 9:30
旧南美唄小学校・旧南
美唄中学校

学務課

南美唄サロン 10:00
南美唄コミュニティセン
ター

社会福祉協議会

①14：00
②15：00

唄と朗読の集い№４ 13:30 市民ふれあいサロン 野

ギターコンサート 14:00 郷土史料館 郷土史料館

22 日

23 月 労働相談 10:00 ふるさとハローワーク 経済観光課

24 火 ぴぱ健診 7:00 保健センター 健康推進課

ぴぱ健診 7:00 保健センター 健康推進課

第５回定例教頭会 9:30 市役所４階教育委員室 指導室

散歩にいきましょう 10:00 ピパの子保育園 こども未来課

ミニ運動会 10:00 子育て支援センター こども未来課

北海道ベースボールリーグ2021シーズン公式戦 15:30 美唄市営野球場
北海道ベースボール
リーグ

14 土

15 日

16 月

小学６年生対象定期予防接種ジフテリア・破傷風二種混合ワクチン
（無料）（ほか23日・30日）

市立美唄病院 健康推進課

17 火 キッズ・ダンス教室（11月２日までの毎週火曜日） 総合体育館 生涯学習課

運転免許更新時講習①優良②違反 市民会館 生活環境課

18 水

地域懇談会「市長とのふれあいトーク」 美唄デザイン課

19 木

21 土

25 水

20 金
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ぴぱ健診 7:00 保健センター 健康推進課

9:30 美唄警察署
12:00 消防本部
14:15 市立美唄病院

び～助健康体操 10:00 総合体育館 健康推進課

認知機能検査 10:00 美唄警察署 美唄警察署

移動図書館 13:30 中央小学校 図書館

市長との対話の日（予約制） 17:00 市役所２階市長室 美唄デザイン課

おはなしの会・３歳児ブックスタート 10:30 図書館 図書館

移動図書館 14:00 東小学校 図書館

28 土 ペア教室 10:00 保健センター 健康推進課

第30回竹松杯争奪パークゴルフ大会 8:30 美唄パークゴルフ場
美唄パークゴルフ協
会・三土

救命講習会（ＡＥＤ講習含む） 9:30 消防本部２階講堂 消防署救急係

はみんぐ休日開館日 10:00 子育て支援センター こども未来課

かき氷作り 10:30 子育て支援センター こども未来課

30 月 北海道ベースボールリーグ2021シーズン公式戦 15:30 美唄市営野球場
北海道ベースボール
リーグ

産後ケア事業 10:00 保健センター 健康推進課

エクセル・パソコン講座（夜間）（９月21日までの毎週火曜日） 18:15 地域人材開発センター
地域人材開発セン
ター

健康推進課

27 金

29 日

献血日

31 火

26 木


