
日 曜 行事名 とき ところ 所属

第16回美唄土木技術者会写真パネル展（８日まで） - 市役所１階ロビー 美唄土木技術者会

オクトーバー・ラン＆ウォーク2021（31日まで） - － 生涯学習課

美唄市情報公開・個人情報保護審査会委員募集（11月１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「医療を題材にした小説」（11月28日まで） - 図書館 図書館

高齢者インフルエンザワクチン（令和４年１月31日まで） - 市内各医療機関 健康推進課

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

間口除雪サービス・福祉灯油の支給臨時申請受付 9:00 南美唄福祉会館
地域包括ケア推進
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

美唄美術協会 秋季展（31日まで） 10:00 ギャラリーよしおか 美唄美術協会

移動図書館（ほか15日、29日） 14:00 東小学校 図書館

アルテクリーン会「落ち葉集め」（休館日と雨天時を除く毎日） 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 9:00
サン・スポーツランド美
唄駐車場

施設管理課

はい作業主任者技能講習（ほか３日） 9:00 地域人材開発センター
地域人材開発セン
ター

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３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

第48回消費生活展 13:30 市民ふれあいサロン 美唄消費者協会

二胡とピアノと歌　コンサート 14:00 郷土史料館 郷土史料館

旧東明駅舎開館日 9:00 旧東明駅舎 生涯学習課

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

第14回ビバおはなしフェスティバル 10:30 アルテピアッツァ美唄 こども未来課

間口除雪サービスの申請受付開始（29日まで） - 市役所１階④窓口 地域包括ケア推進課

福祉灯油の支給申請受付開始（12月23日まで） - 市役所１階④窓口 地域包括ケア推進課

市営住宅の入居者募集（８日まで） 8:45
市役所２階都市建築住
宅課

都市建築住宅課

ノートパソコン教室・エクセル編（ノートパソコン持参）（毎週月・水曜
日、20日まで）

13:00 地域人材開発センター
地域人材開発セン
ター

①16:30
②17:40

美唄市過疎地域持続的発展市町村計画（素案）への意見募集（11月
４日まで）

-
市役所２階美唄デザイ
ン課　ほか

美唄デザイン課

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

エクセル関数講座（夜間）（毎週火曜日、26日まで） 18:15 地域人材開発センター
地域人材開発セン
ター

進徳保育園へ遊びに行こう 10:00 進徳保育園 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

①14：00
②16：30

運転免許更新時講習①一般②初回 市民会館 生活環境課

6 水

5 火

移動図書館（ほか20日） 図書館
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3 日

4 月

令和３年度ジュニアチャレンジスクール事業「JACOTコオーディネー
ション道場」（毎週月曜日、12月20日まで）

市内各小学校体育館 生涯学習課

1 金

2 土
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「生活習慣病」「コロナ」に関する掲示（15日まで） - 市民ふれあいサロン 市立美唄病院事務局

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

ゆいサロン 10:00 有為団地集会所 社会福祉協議会

くりの木サロン 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

精神障がい者家族相談（ほか21日） 13:30
美唄のぞみ会共同作業
所

美唄のぞみ会

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

第16回美唄土木技術者会写真パネル展（20日まで） -
コープさっぽろびばい店
内

美唄土木技術者会

車両系建設機械（整地等）運転技能講習（ほか10日） 8:30 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「もうすぐハロウィン」 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

第20回スポーツの日記念パークゴルフ大会 8:30 美唄パークゴルフ場 美唄協会・三土

竹森巧 Music Live in 美唄 14:00
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

11 月 労働相談 10:00 ふるさとハローワーク 経済観光課

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

①16:00
②③19:00

第７回定例校長会 9:30 市役所４階教育委員室 指導室

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

①13：30
②15：00

粘土遊び 14:30 子育て支援センター こども未来課

Noriko Ito Exhibition「其処彼処」（24日まで） -
アルテピアッツァ美唄
ギャラリーＡ

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

くりの木サロン 10:00 東明西福祉会館 社会福祉協議会

移動図書館（ほか28日） 10:20 アカシヤ幼稚園 図書館

移動図書館（ほか21日、28日） 13:30 中央小学校 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

14 木

13 水

体力つくり教室（第３期）①走り方教室②体幹教室③エアロビクス教室
（11月23日を除く毎週火曜日、12月21日まで）

体育センター 生涯学習課

移動図書館（ほか27日） 図書館

9 土

10 日

12 火

8 金

7 木
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第77回特別展「アイヌウレｼパ～幸せに暮らす人々～」（12月５日まで） - 郷土史料館 郷土史料館

季節性インフルエンザワクチン接種予約開始 - 市立美唄病院 市立美唄病院事務局

9:30 東部耕地出張所
11:00 総合福祉センター
13:00 北海道せき損センター
15:00 美唄聖華高校

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

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

フォークリフト運転技能講習（11Hコース～ほか17日、31Hコース～ほ
か17日、23日、24日）

8:30 地域人材開発センター
地域人材開発セン
ター

秋のポポロウォーキング 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

おはなしの会・３歳児ブックスタート 10:30 図書館 図書館

ギターコンサート 14:00 郷土史料館 郷土史料館

峰延福祉会館
茶志内中央福祉会館
市民ふれあいサロン

街頭防火宣伝 10:30
コープさっぽろびばい店
駐車場

消防本部

なつかしの映画上映会（たそがれの維納） 14:00 郷土史料館 郷土史料館

水の広場清掃日（ほか19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

峰延サロン 9:30 峰延福祉会館 社会福祉協議会

夜間納税窓口 17:15 市役所１階③窓口 税務課

ぴぱ健診 7:30 ゆたか会館 健康推進課

夜間納税窓口 17:15 市役所１階③窓口 税務課

第６回定例教頭会 9:30 市役所４階教育委員室 指導室

認定こども園ひまわりへ遊びに行こう 10:00 認定こども園ひまわり こども未来課

お店屋さんごっこ 10:00 認定こども園ひまわり こども未来課

運転免許証の自主返納臨時窓口 10:00 峰延駐在所 美唄警察署

心の健康相談 13:00 総合福祉センター 社会福祉協議会

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「着眼大
局着手小局　囲碁の世界」

14:00 郷土史料館 生涯学習課

夜間納税窓口 17:15 市役所１階③窓口 税務課

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

くりの木サロン 10:00 東明西福祉会館 社会福祉協議会

運転免許証の自主返納臨時窓口 10:00 上美唄駐在所 美唄警察署

こころの健康相談 13:00 岩見沢保健所 岩見沢保健所

夜間納税窓口 17:15 市役所１階③窓口 税務課

18 月

19 火

21 木

20 水

献血日 健康推進課

16 土

17 日

「がんばろう！びばい応援券」の２次販売 10:00 経済観光課

15 金
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ぴぱ健診 7:00 保健センター 健康推進課

公共職業訓練（緊急再就職訓練）ＯＡ総務事務科（土・日曜日・祝日
を除く、令和４年１月21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

ＪＡびばい漬け物講座 10:00 ＪＡびばい ＪＡびばい営農推進課

①10:00
②14:30

運転免許証の自主返納臨時窓口 10:00 茶志内駐在所 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

夜間納税窓口 17:15 市役所１階③窓口 税務課

ぴぱ健診 7:00 保健センター 健康推進課

第６回男女共同参画in美唄大会 13:00 市民会館 美唄デザイン課

英語でハロウィン 13:30 郷土史料館 郷土史料館

門松良祐　ソロデビュー ４周年記念ワンマンライブツアー 2021
「Re:start」美唄公演

18:00
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

24 日 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

25 月 労働相談 10:00 ふるさとハローワーク 経済観光課

26 火

産後ケア事業 10:00 保健センター 健康推進課

リズムあそびをしましょう 10:00 ピパの子保育園 こども未来課

①10:00
②14:30
③15:30

第45回北海道都市問題会議 14:00 市民会館
北海道都市問題会議
実行委員会事務局

び～助健康体操 10:00 総合体育館 健康推進課

くりの木サロン 10:00 東明西福祉会館 社会福祉協議会

認知機能検査 10:00 美唄警察署 美唄警察署

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

地域ケア会議療育講演会 18:00 市民会館 こども未来課

9:30 峰延農業協同組合
11:00 (株)岸本組
14:00 花田病院

30 土 石炭を燃やしてみよう！ 10:00 郷土史料館 郷土史料館

31 日 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

22 金

子育て支援センター こども未来課

28 木

ハロウィン飾り作り 認定こども園ひまわり こども未来課

運転免許更新時講習①優良②違反 市民会館 生活環境課

29 金 献血日 健康推進課

23 土

27 水
ハロウィン仮装で遊ぼう


