
日 曜 行事名 とき ところ 所属

美唄市郷土史料館収蔵企画展「北浦晃版画展」（19日まで） - 郷土史料館 郷土史料館

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

加藤昌子　絵画展（30日まで、月曜日を除く） 10:00 ギャラリーよしおか 加藤

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

畑の収穫をして食べよう 10:00 子育て支援センター 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「北海道
の空の事件簿」

14:00 郷土史料館 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 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

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、毎週木曜日） 10:00 子育て支援センター こども未来課

くりの木サロン（ほか９日・16日・30日） 10:00 東明西福祉会館 社会福祉協議会

ゆいサロン 10:00 有為団地集会所 社会福祉協議会

小麦粉粘土遊び 10:00 認定こども園ひまわり こども未来課

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９日、16日） 13:30 中央小学校 図書館

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

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

移動図書館（ほか17日） 14:00 東小学校 図書館

①14:00
②16:30

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５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

5 日 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

水の広場清掃日（ほか７日・27日・28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

①10:00
②14:30

7 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

新聞紙遊び 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

法律相談 13:00 総合福祉センター 社会福祉協議会
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移動図書館（ほか15日、29日） 図書館

3 金
運転免許更新時講習①違反②優良 市民会館 生活環境課

4 土

6 月
敬老の日のプレゼント作り（ほか13日） 子育て支援センター こども未来課

8 水 移動図書館（ほか22日） 図書館

1 水

2 木
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風に吹かれてⅧ（13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

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

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

東４条サロン 9:30 東４条福祉会館 社会福祉協議会

人権・心配ごと相談（予約制） 13:00 ふるさとハローワーク 美唄デザイン課

①13：30
②15：00

ウサギニンゲン国内ツアー　－トンビ　魂の鼓動－ 19:00
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

認知症サポーター養成講座 10:00 市民会館 地域包括ケア推進課

○○マルシェ「夏の終わりのハーモニー」 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

要約筆記体験教室 13:00 総合福祉センター 社会福祉協議会

「ハンマーダルシマー」コンサート 14:00 郷土史料館 郷土史料館

12 日

13 月 労働相談 10:00 ふるさとハローワーク 経済観光課

ぴぱ健診 7:30 峰延福祉会館 健康推進課

いなほ会 10:00 北福祉会館 社会福祉協議会

ぴぱ健診 7:30 南美唄コミュニティセンター 健康推進課

バス遠足「栗山公園へ行こう」 9:00 子育て支援センター集合 こども未来課

第６回定例校長会 9:30 市役所４階教育委員室 指導室

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

①14：00
②15：00

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

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

認知機能検査 10:00 美唄警察署 美唄警察署

移動図書館 10:20 アカシヤ幼稚園 図書館

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

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

リサイクルフェア　※雨天中止 13:00 市役所前庭 生活環境課

全日本写真連盟美唄支部　写真展（26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

伐木等（チェンソー）の業務特別教育（20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

おはなしの会・３歳児ブックスタート 10:30 図書館 図書館

9 木

10 金
運転免許更新時講習①一般②初回 市民会館 生活環境課

11 土

14 火

15 水

運転免許更新時講習①優良②違反 市民会館 生活環境課

16 木

17 金

18 土
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令和３年度　美唄市職員採用試験　第１次試験 - - 総務課

なつかしの映画上映会（ジャズ・シンガー） 14:00 郷土史料館 郷土史料館

20 月 峰延サロン 9:30 峰延福祉会館 社会福祉協議会

21 火

第６回定例教頭会 9:00 市役所４階教育委員室 指導室

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

アルテピアッツァで散歩 10:00 アルテピアッツァ美唄 こども未来課

23 木 び～助健康体操 10:00 総合体育館 健康推進課

24 金 要約筆記奉仕員養成講習会（毎週金曜日、11月12日まで） 13:00 総合福祉センター 社会福祉協議会

25 土 アートチャレンジ③キットパス 10:00 郷土史料館 郷土史料館

令和３年度　美唄市職員採用試験　選考試験（保健師） - - 総務課

ぴぱ健診 7:00 保健センター 健康推進課

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

移住者交流会～美唄の歴史を知る郷土史料館見学会～ 10:00 郷土史料館 美唄デザイン課

びばい歌舞裸まつり2021（YouTube配信） 17:00 YouTubeでライブ配信 美唄観光物産協会

27 月 労働相談 10:00 ふるさとハローワーク 経済観光課

28 火

ミハイロビッチ・スメルニコフ展（10月11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

スライムであそびましょう 10:00 ピパの子保育園 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「農業ロ
ボット研究の最前線」

14:00 郷土史料館 生涯学習課

風船遊び 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 総合体育館 健康推進課

19 日

22 水

26 日

29 水

30 木


