
日 曜 行事名 とき ところ 所属

禁煙週間行事（６日まで） -
市立美唄病院１階ロ
ビー

市立美唄病院事務局

男女共同参画パネル展（８日まで） - 市民ふれあいサロン 美唄デザイン課

「地域包括ケア推進条例（仮称）」策定委員会の市民委員募集（14日まで） - 市役所１階④窓口 地域包括ケア推進課

美しきまちづくりサポーター募集（30日まで） -
市役所２階
美唄デザイン課

美唄デザイン課

２Ｆミニコーナー「オリンピック関連の本」（７月30日まで） - 図書館 図書館

令和３年度明るい選挙啓発ポスターコンクール作品募集（９月10日まで） -
市役所４階
選挙管理委員会

選挙管理委員会

国民健康保険・後期高齢者医療の歯科健診申込受付（令和４年３月31日まで） - 市役所１階①窓口 市民課

アルテ水の広場清掃日（ほか14日・15日、28日・29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

大規模水道事故に関する補償申請（８月31日まで） 9:00 市役所１階⑤窓口 上下水道課

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

美唄美術協会６月展（30日まで） 10:00 ギャラリーよしおか 美唄美術協会・本田

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

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

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

ママさん・リフレッシュヨーガ 10:00 子育て支援センター こども未来課

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

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

「みんなのサロン」　ゆいサロン 10:00 有為団地集会所 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

「みんなのサロン」　くりの木サロン（ほか10日、17日、24日） 10:00 東明西福祉会館 社会福祉協議会

精神障がい者家族相談（ほか17日） 13:30
美唄のぞみ会共同作業
所

美唄のぞみ会

4 金

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

東明公園樹木手入れボランティア 9:00
サン・スポーツランド美
唄駐車場

都市整備課

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６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

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
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2 水

移動図書館（ほか16日） 図書館

1 火

3 木

5 土
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美唄山登山道整備　※雨天決行 7:30 美唄ダム駐車場 美唄山岳会・宮西

旧東明駅舎開館日 9:00 旧東明駅舎 生涯学習課

刈払い機安全衛生教育 9:00 地域人材開発センター 地域人材開発センター

Ｋギタースクール　ギター・ウクレレ演奏会 13:00
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

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

7 月 既存市営住宅の入居者募集（11日まで） -
市役所２階
都市建築住宅課

都市建築住宅課

「みんなのサロン」　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

畑づくり 10:00 子育て支援センター こども未来課

法律相談 13:00 総合福祉センター 社会福祉協議会

13:00 東光団地集会所
13:30 有為団地
14:00 ゆたか会館

①14:00
②16:30

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

移動図書館（ほか24日） 10:20 アカシヤ幼稚園 図書館

移動図書館（ほか17日、24日） 13:30 中央小学校 図書館

教科書展示会（25日まで） - 市役所１階ロビー 学務課

「みんなのサロン」　東４条サロン 9:30 東４条福祉会館 社会福祉協議会

移動図書館（ほか18日、25日） 14:00 東小学校 図書館

小型車両系（整地等）特別教育（ほか13日） 9:00 地域人材開発センター 地域人材開発センター

〇〇マルシェ「ワークショップ＆若石リフレクソロジー」 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

唄と朗読の集いNo.4 13:30 市民ふれあいサロン 野

13 日 BIBAIでアート（20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

労働相談（ほか28日） 10:00 ふるさとハローワーク 経済観光課

初心者弓道教室（７月15日までの毎週月・木曜日） 18:30 市営弓道場 美唄弓道連盟・中村

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

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

手話奉仕員養成講座（６月22日を除く11月２日までの毎週火曜日） 18:30 総合福祉センター 社会福祉協議会

6 日

8 火

移動図書館（ほか23日） 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

10 木

11 金

12 土

14 月

15 火

9 水
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第３回定例校長会議 9:30 市役所４階教育委員室 指導室

進徳保育園へ行こう 10:00 子育て支援センター こども未来課

散歩 10:00 認定こども園ひまわり こども未来課

心の健康相談 13:00 総合福祉センター 社会福祉協議会

①13：30
②15：00

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

9:30 美唄市農業協同組合
12:30 北海道せき損センター
14:30 花田病院

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

父の日プレゼント作り 14:30 子育て支援センター こども未来課

玉掛け技能講習（20日まで） 8:30 地域人材開発センター 地域人材開発センター

9:30
13:00

「みんなのサロン」　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

ⓐ10:00
ⓑ11:00
Ⓒ13:00
Ⓓ14:00
①10:00
②14:30

アートチャレンジ②キットパス 10:00 郷土史料館 郷土史料館

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

美唄山「山開き登山会」 7:30 美唄ダム駐車場 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

なつかしの映画上映会 14:00 郷土史料館 郷土史料館

21 月 「みんなのサロン」　峰延サロン 9:30 峰延福祉会館 社会福祉協議会

22 火 ワード・パソコン講座（夜間）（7月13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

第３回定例教頭会議 9:30 市役所４階教育委員室 指導室

クレヨン遊び 14:30 子育て支援センター こども未来課

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 保健センター 健康推進課

認知機能検査 10:00 美唄警察署 美唄警察署

おはなしの会・３歳児ブックスタート 10:30 図書館 図書館

①14：00
②15：00

運転免許更新時講習①一般②初回 市民会館 生活環境課

17 木

献血日 健康推進課

献血日 美唄市役所 健康推進課

アルテで灯すころころキャンドル作り（ほか19日）
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

父の日プレゼント作り 子育て支援センター こども未来課

19 土

金
運転免許更新時講習①優良②違反 市民会館 生活環境課

20 日

23 水

24 木

16 水

18 金

25
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「絵のある教室」「立体のある教室」（７月４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

地元の味力　親子でクッキング 9:00 美唄尚栄高校　ほか 美唄青年会議所事務局

英語活動（特別編） 13:00 郷土史料館 郷土史料館

第28回ファミリーサイクリングin美唄 8:30 市役所 生涯学習課

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

バルーンアート講座 10:30 子育て支援センター こども未来課

28 月

29 火 市長との対話の日（予約制） 10:00 市役所２階市長室 美唄デザイン課

シールあそびをしましょう 10:00 ピパの子保育園 こども未来課

産後ケア事業 10:00 保健センター 健康推進課

①10:30
②14:00

粘土あそび 14:30 子育て支援センター こども未来課

kidsアート①babyアートクラス②自由創作 市民会館 kidsアートはるの木空知

26 土

27 日

30 水


