
月 日

9～12 梅津守・林正司・三宅敬　第５回滝川美術協会会員三人展 催事 美術自然史館 個人 300 市内 美術自然史館

11 稲津久　国政報告会 催事 たきかわ文化センター 公明党北海道本部 1,000 空知 公明党北海道本部

18 定期総会 会議 まちづくりセンターみんくる 滝川消費者協会 100 市内 滝川消費者協会

18 北空知地区高校生春季バドミントン大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 北空知バドミントン協会 100 空知 滝川西高等学校

18～19 全日本ボウリング協会北海道シニア選手権大会 大会 タックボウルスマイル 北海道ボウリング連盟 60 全道 タックボウルスマイル

19 滝川市春季バドミントン大会　中学生の部 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 滝川バドミントン協会 100 市内 滝川バドミントン協会

19 北空知春季一般バドミントン大会 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 北空知バドミントン協会 50 空知 北空知バドミントン協会

19 中空知剣道錬成会 催事 滝川市中央児童センター 中空知剣道連盟 60 空知 滝川剣道連盟

22 滝川市文化連盟総会 会議 まちづくりセンターみんくる 滝川市文化連盟 100 市内 滝川市文化連盟

23 子育てサロンありす　親子のふれあい遊び 國學院大學北海道短期大学部プレイルーム 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター 30 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター

24～5/27 子どもの読書週間事業展示 催事 滝川市立図書館 滝川市立図書館 100 市内 滝川市立図書館

24～5/27 子どもの読書週間事業・参加型 催事 滝川市立図書館 滝川市立図書館 100 市内 滝川市立図書館

25～26 第55回管内中学校バスケットボール大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 北・南空知地区バスケットボール協会 800 空知 北空知地区バスケットボール協会

26 北空知春季中学生バドミントン大会 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 北空知バドミントン協会 100 空知 北空知バドミントン協会

29 第32回滝川バレーボール協会長杯争奪中学バレーボール大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 滝川市バレーボール協会 200 空知 滝川市バレーボール協会

中旬 日本赤十字社社員・社資募集運動に伴う説明会 会議 NTT東日本滝川ビル２Ｆ会議室 日本赤十字社滝川市地区 50 市内 滝川市社会福祉協議会

1 第91回メーデー 催事 未定 滝川地区連合会 100 市内 滝川地区連合会

2～3 高畑旗春季中学 大会 滝川市営球場・滝の川球場 滝川軟式野球連盟 90 市内 滝川軟式野球連盟

3 オープン杯 大会 滝川市民ゴルフ場 滝川市民ゴルフ場 60 空知 滝川市民ゴルフ場

4 第41回春季少年滝川予選 大会 滝の川球場 滝川軟式野球連盟 60 市内 滝川軟式野球連盟

5 「風がみつけた街」たきかわ音楽祭　プラタナスコンサート 催事 たきかわ文化センター 「風がみつけた街」たきかわ音楽祭実行委員会 700 空知 滝川市社会教育課

5 こどもたちに大空のプレゼント 催事 たきかわスカイパーク （公社）滝川スカイスポーツ振興協会・滝川市 500 全道 （公社）滝川スカイスポーツ振興協会

7（予定） パークゴルフ場オープン（月・火休み） 國學院大學北海道短期大学部パークゴルフ場 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター

9 海洋クラブ保護者説明会／活動域・艇庫等清掃 催事 滝川市B&G海洋センター B&G滝川海洋クラブ 30 空知 滝川市B&G海洋センター

9～10 菅原旗春季中学 大会 滝川市営球場・滝の川球場 滝川軟式野球連盟 300 空知 滝川軟式野球連盟

9～10/10 海洋クラブ活動（カヌー・ヨット乗艇練習） 催事 滝川市B&G海洋センター B&G滝川海洋クラブ 1,500 空知 滝川市B&G海洋センター

9～10/10 滝川市B&G海洋センター開設 催事 滝川市B&G海洋センター 滝川市B&G海洋センター 18,000 全国 滝川市B&G海洋センター

10 第14回滝川バレーボール協会長杯ママさんバレーボール大会 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川ママさんバレーボール連盟 100 市内 滝川ママさんバレーボール連盟

10 令和２年度加盟団卓球大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 滝川卓球連盟 200 空知 滝川卓球連盟

14 子育てサロンありす　お花見散歩 國學院大學北海道短期大学部プレイルーム 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター 30 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター

16～17 菅原旗春季中学 大会 滝川市営球場・滝の川球場 滝川軟式野球連盟 300 空知 滝川軟式野球連盟

16 第52回広野スポーツ杯ソフトテニス大会 大会 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟
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17 第６回ポーラ化粧品レディースカップ 大会 滝川市民ゴルフ場 滝川市民ゴルフ場 40 空知 滝川市民ゴルフ場

18 クレヨンあそび 催事 街なかひろばく・る・る ＮＰＯ法人空知文化工房 15組 空知 街なかひろばく・る・る

19 民音（若竹）コンサート 催事 たきかわ文化センター （一財）民主音楽協会 700 空知 （一財）民主音楽協会

19 第９回北海道地方下水道協会定期総会 会議 ホテルスエヒロ 北海道地方下水道協会 180 全道 北海道地方下水道協会

22～23 高野連全道審判講習会 大会 滝川市営球場 高校野球連盟 空知 高校野球連盟

23 ママプロジェクト親子リトミック体験 催事 まちづくりセンターみんくる ＮＰＯ法人空知文化工房 15 空知 まちづくりセンターみんくる

23 滝川朝野球連盟総会 会議 滝川体育センター 滝川朝野球連盟 25 市内 滝川朝野球連盟

23 国民体育大会卓球競技滝川支部予選会 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川卓球連盟 70 空知 滝川卓球連盟

23 第45回北海道高等学校空手道選手権大会支部予選会 大会 滝川西高等学校 北海道高等学校体育連盟空知支部 20 空知 滝川西高等学校

23～24 菅原旗春季中学 大会 滝川市営球場・滝の川球場 滝川軟式野球連盟 300 空知 滝川軟式野球連盟

24 第52回広野スポーツ杯ソフトテニス大会 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

26 第30回尾崎杯争奪朝野球大会（春季） 大会 石狩川河川球場 滝川朝野球連盟 150 市内 滝川朝野球連盟

26 夢スター歌謡祭春組対秋組歌合戦 催事 たきかわ文化センター （株）夢グループ 700 全道 （株）夢グループ

27～29 高体連空知支部バドミントン大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 高体連 300 空知 滝川高等学校

27～31 滝川美術協会展 催事 美術自然史館 滝川美術協会 500 市内 美術自然史館

29 江陵中学校記録会 催事 陸上競技場 滝川市立江陵中学校 300 市内 滝川市立江陵中学校

29 国際交流の夕べ 催事 ホテル三浦華園 （一社）滝川国際交流協会 100 空知 （一社）滝川国際交流協会

30 第１回オープンキャンパス 催事 國學院大學北海道短期大学部 國學院大學北海道短期大学部 50 全国 國學院大學北海道短期大学部

30～31 第39回高円宮杯全日本学童滝川予選 大会 滝の川球場 滝川軟式野球連盟 60 市内 滝川軟式野球連盟

31 アサヒビール杯 大会 滝川市民ゴルフ場 滝川市民ゴルフ場 60 空知 滝川市民ゴルフ場

中旬 ３センターシニア交流会 大会 タックボウルスマイル ３センターシニアクラブ 60 全道 タックボウルスマイル

下旬 滝川市共同募金委員会第１回評議員会 会議 NTT東日本滝川ビル２Ｆ会議室 滝川市社会福祉協議会 45 市内 滝川市社会福祉協議会

2 第31回ビアーとダンスの夕べ 催事 ホテルスエヒロ 国際ソロプチミスト滝川 800 市内 国際ソロプチミスト滝川

5 明苑中学校記録会 催事 陸上競技場 滝川市立明苑中学校 300 市内 滝川市立明苑中学校

5 第42回むし歯予防デー 催事 滝川市保健センター（滝川市健康づくり課） 滝川市・滝川市歯科医会 500 市内 滝川市保健センター（滝川市健康づくり課）

6 リブラーン体験講座 催事 滝川市美術自然史館 （一財）滝川生涯学習振興会 150 市内 （一財）滝川生涯学習振興会

6 少年の主張　滝川地区大会 大会 滝川市役所大会議室 滝川市教育委員会 150 市内 滝川市社会教育課

6～7 第63回高松宮杯（２部）滝川予選 大会 滝の川球場 滝川軟式野球連盟 75 市内 滝川軟式野球連盟

6～7 全道シニア８サッカーツアーオープン大会 大会 空知川河川敷サッカー場 北空知地区サッカー協会 200 全道 北空知地区サッカー協会

7 第４回シニア選手権予選 大会 滝川市民ゴルフ場 滝川市民ゴルフ場 40 空知 滝川市民ゴルフ場

7 滝川市戦没者並びに開拓功労物故者への献花 催事 江部乙神社 滝川市 30 市内 滝川市福祉課

7 北海道ボウリング場協会道北ダブルス選手権大会 大会 タックボウルスマイル 北海道ボウリング場協会道北支部 60 全道 タックボウルスマイル

7～8 江部乙町春祭り 催事 農村環境改善センターほか 江部乙町春祭協賛会 250 市内 滝川市江部乙支所

9～11 滝川神社　春季例大祭 催事 ベルロード 滝川神社露店受入協議会 20,000 空知 滝川市産業振興課

11 滝川市戦没者への献花 催事 滝川神社 滝川市 30 市内 滝川市福祉課

13 たきかわこどもミュージックフェスタ 催事 たきかわ文化センター たきかわこどもミュージックフェスタ実行委員会 1,200 市内 滝川市社会教育課

13～14 第37回全日本少年北空知支部予選 大会 滝川市営球場・滝の川球場 北海道軟式野球連盟北空知支部 225 空知 滝川軟式野球連盟
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14 篠笛奏者　佐藤和哉コンサート 催事 たきかわ文化センター アートステージ空知 700 空知 アートステージ空知

14 第４回シニア選手権１回戦２回戦 大会 滝川市民ゴルフ場 滝川市民ゴルフ場 16 空知 滝川市民ゴルフ場

14 北空知夏季中学生バドミントン大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 北空知バドミントン協会 150 空知 北空知バドミントン協会

14 第10回プレス空知杯団体対抗ソフトテニス大会 大会 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

18 子育てサロンありす　パークゴルフごっこ 國學院大學北海道短期大学部プレイルーム 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター 30 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター

18 人間国宝山本東次郎師講演 國學院大學北海道短期大学部402教室 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター

19 古典芸能鑑賞会『狂言』 國學院大學北海道短期大学部体育館 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター

20 全日本少年北空知支部予選 大会 滝川市営球場・滝の川球場 滝川軟式野球連盟 空知 滝川軟式野球連盟

20～21 ありす祭（学園祭） 催事 國學院大學北海道短期大学部 國學院大學北海道短期大学部 200 全国 國學院大學北海道短期大学部

20～21 第37回全日本少年北空知支部予選 大会 滝川市営球場 北海道軟式野球連盟北空知支部 225 空知 滝川軟式野球連盟

20～8/23 タキカワカイギュウ発見40年記念特別展「カイギュウの見た夢」 催事 美術自然史館 美術自然史館 3,000 全道 美術自然史館

21 漢字検定試験 滝川市中央児童センター （一財）滝川生涯学習振興会 50 空知 （一財）滝川生涯学習振興会

21 第４回シニア選手権準決勝決勝 大会 滝川市民ゴルフ場 滝川市民ゴルフ場 4 空知 滝川市民ゴルフ場

21 第33回ほくでんカップ滝川地区予選会 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川ママさんバレーボール連盟 100 市内 滝川ママさんバレーボール連盟

21 スポーツフェスティバルバドミントン大会　一般の部 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 滝川バドミントン協会 200 空知 滝川バドミントン協会

21 第30回北海道一生涯野球大会 大会 滝川市営球場他４球場 北海道朝野球連盟 380 全道 滝川朝野球連盟

21
第７回北海道カヌースプリント短距離選手権大会　
兼　第５回北海道パラカヌースプリント選手権大会

大会 滝川市B&G海洋センター
北海道カヌー協会・滝川市
B&G海洋センター

300 全道 滝川市B&G海洋センター

25 令和２年度第65回全国高等学校軟式野球選手権大会北海道大会空知支部予選 大会 滝川市営球場 北海道高等学校野球連盟空知支部 50 空知 滝川西高等学校

26 第29回北海道法人会青年の集い滝川大会 大会 ホテルスエヒロ （一社）北海道法人会連合会青年部会連絡協議会 350 全道 （公社）滝川地方法人会

27 第２回オープンキャンパス 催事 國學院大學北海道短期大学部 國學院大學北海道短期大学部 50 全国 國學院大學北海道短期大学部

27 第52回大運動会 催事 滝川市スポーツセンター （学）滝川白樺幼稚園 200 市内 （学）滝川白樺幼稚園

28 第６回ジュニアカップ 大会 滝川市民ゴルフ場 滝川市民ゴルフ場 20 空知 滝川市民ゴルフ場

28 ヤスバレエ発表会 催事 たきかわ文化センター ヤスバレエ教室 700 空知 ヤスバレエ教室

28 第12回会長杯卓球大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 滝川卓球連盟 250 空知 滝川卓球連盟

30 細川たかし&長山洋子　ふたりのビックショー 催事 たきかわ文化センター （株）夢グループ 700 全道 （株）夢グループ

30～7/1 中体連サッカー大会空知北大会 大会 空知川河川敷サッカー場 北空知地区サッカー協会 200 空知 北空知地区サッカー協会

30～7/1 中体連野球大会北空知大会 大会 滝川市営球場・滝の川球場 中体連 空知 中体連

30～7/1 中体連北空知バレーボール大会 大会 滝川市スポーツセンター第１・第２体育館 中体連 200 空知 滝川市立江陵中学校

中旬 みんくるアクションvol.１ 催事 まちづくりセンターみんくる ＮＰＯ法人空知文化工房 40 空知 まちづくりセンターみんくる

中旬 江部乙ライオンズクラブビアパーティー 催事 江部乙町農村環境改善センター 江部乙ライオンズクラブ 500 市内 江部乙ライオンズクラブ

中旬 令和２年度滝川消防演習 催事 滝川消防署前 滝川消防署警防課 200 市内 滝川消防署警防課

中旬 令和２年度高文連空知支部　第11回高等学校図書研究大会 大会 滝川西高等学校 北海道高等学校文化連盟空知支部 80 空知 滝川西高等学校

中旬 英語であそぼう！Part.1 催事 街なかひろばく・る・る ＮＰＯ法人空知文化工房 20組 空知 街なかひろばく・る・る

中旬 滝川市社会福祉協議会第１回評議員会 会議 NTT東日本滝川ビル２Ｆ会議室 滝川市社会福祉協議会 40 市内 滝川市社会福祉協議会

下旬 北海道交通遭難者慰霊・交通安全祈願式 催事 東公園 北海道交通遭難者慰霊・交通安全祈願像護持協賛会ほか 200 全道 滝川市くらし支援課

下旬 全道B&G海洋クラブ員　タイム計測会 大会 滝川市B&G海洋センター B&G滝川海洋クラブ 100 全道 滝川市B&G海洋センター

未定 朗読の森～SPRING～ 催事 滝川市立図書館 滝川市立図書館 50 市内 滝川市立図書館

６
月



1 滝川市政功労者等慰霊式 催事 滝川神社 滝川市総務課 50 市内 滝川市総務課

3～4 第70回全道商工会議所大会・懇親会 大会 たきかわ文化センター・ホテル三浦華園 （一社）北海道商工会議所連合会・滝川商工会議所（主管） 450 全道 滝川商工会議所

5 第30回赤い羽根チャリティーゴルフ大会 催事 滝川市民ゴルフ場 赤い羽根チャリティゴルフ大会実行委員会 120 全道 滝川市社会福祉協議会

5 全道社会人選手権大会北空知地区予選 大会 空知川河川敷サッカー場 北空知地区サッカー協会 100 空知 北空知地区サッカー協会

5 全国実業団ボウリング連盟北海道連合会長杯 大会 タックボウルスマイル 全国実業団ボウリング連盟北海道連合 80 全道 タックボウルスマイル

9 滝川西高等学校第38回合唱コンクール 催事 たきかわ文化センター 滝川西高等学校生徒会 900 市内 滝川西高等学校

10～11 滝西祭 催事 滝川西高等学校 滝川西高等学校 1,000 市内 滝川西高等学校

10～12 第54回全道自治体職員等野球大会全道優勝大会 大会 滝川市営球場・滝の川球場 自治労北海道本部 500 全道 自治労空知地方本部

11 第７回北海道９人制バレーボール総合大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 滝川市バレーボール協会 200 全道 滝川市バレーボール協会

11～12 BRM711北海道600km宗谷岬 大会 滝川ふれ愛の里～宗谷岬（往復） （一社）オダックス・ジャパン北海道 150 全国 （一社）オダックス・ジャパン北海道

12 銃剣道第12回北海道少年少女大会 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川銃剣道連盟 300 全道 滝川銃剣道連盟

12 第51回会長杯ソフトテニス大会 大会 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

18 滝川開村130年記念式典 催事 ホテルスエヒロ 滝川開村130年記念事業実行委員会 300 市内 滝川市総務課

18 モーニングソフトテニス教室 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

18～19 北ガス杯 大会 滝川市営球場 日本リトルシニア中学校硬式野球協会北海道連盟 全道 日本リトルシニア中学校硬式野球協会北海道連盟

19 男女ペアマッチゴルフ 大会 滝川市民ゴルフ場 滝川市民ゴルフ場 40 空知 滝川市民ゴルフ場

22～25 市民体験搭乗会 催事 たきかわスカイパーク （公社）滝川スカイスポーツ振興協会・滝川市 400 市内 （公社）滝川スカイスポーツ振興協会

23 みんくるwa夏まつり 催事 まちづくりセンターみんくる ＮＰＯ法人空知文化工房 400 空知 まちづくりセンターみんくる

23 マリンスポーツフェスティバル2020 催事 滝川市B&G海洋センター 滝川市B&G海洋センター・B&G滝川海洋クラブ 1,500 全国 滝川市B&G海洋センター

23 北海道卓球選手権滝川支部予選会（カデッドジュニアの部） 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川卓球連盟 70 空知 滝川卓球連盟

23～24 授業見学会 催事 國學院大學北海道短期大学部 國學院大學北海道短期大学部 20 全国 國學院大學北海道短期大学部

25 子育てサロンありす　水遊びをしよう 國學院大學北海道短期大学部プレイルーム 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター 30 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター

25 大谷保育研修会（北海道） 大会 願成寺・ホテル三浦華園 公益社団法人大谷保育協会 200 全道 滝川幼稚園

25 第３回オープンキャンパス 催事 國學院大學北海道短期大学部 國學院大學北海道短期大学部 100 全国 國學院大學北海道短期大学部

26 第29回スポーツフェスティバル市民ソフトテニス大会（シングルス） 大会 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

25～26 第42回東日本（２部）滝川予選 大会 滝の川球場 滝川軟式野球連盟 75 市内 滝川軟式野球連盟

26 第４回オープンキャンパス 催事 國學院大學北海道短期大学部 國學院大學北海道短期大学部 100 全国 國學院大學北海道短期大学部

26 サマースカイフェスタ2020 催事 たきかわスカイパーク （公社）滝川スカイスポーツ振興協会・滝川市 5,000 全道 （公社）滝川スカイスポーツ振興協会

26 第29回滝川バドミントン協会小学生フェスティバル全道大会 大会 滝川市スポーツセンター第１・第２体育館 北空知バドミントン協会 350 全道 北空知バドミントン協会

29～30 滝川クラフトビールフェスティバル2020 催事 平和公園 滝川商工会議所他 1,500 市内 滝川商工会議所

31 第28回親睦ソフトテニス大会（団体戦） 大会 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

上旬 たきかわマルシェ2020＆滝川クラフトビールサポートクラブ（予定） 催事 たきかわ観光国際スクエア（予定） 滝川市産業活性化協議会 1,500 市内 滝川市産業振興課

上旬 G・Skyビアフェスタ ホテル ㈱エフエムなかそらち 400 空知 ㈱エフエムなかそらち

上旬 第50回北海道朝野球大会予選（夏季） 大会 石狩川河川球場 滝川朝野球連盟 150 市内 滝川朝野球連盟

中旬 第１回ボランティアスクール 催事 未定 日本赤十字社滝川市地区・滝川市ボランティアセンター・滝川市ボランティア連絡協議会 40 市内 滝川市社会福祉協議会

中旬～下旬 「川をきれいにしよう！INラウネ川」クリーンフェスティバル 催事 滝川市B&G海洋センター 滝川市B&G海洋センター・B&G滝川海洋クラブ 60 空知 滝川市B&G海洋センター

下旬 カヤギニまつり 催事 江部乙町農村環境改善センター駐車場 江部乙商工会 3,000 市内 江部乙商工会

下旬 B&G滝川海洋クラブ員　タイム計測会 催事 滝川市B&G海洋センター B&G滝川海洋クラブ 30 空知 滝川市B&G海洋センター

７ 月

７
月



下旬 ラウネ川清掃活動 催事 滝川市B&G海洋センター B&G滝川海洋クラブ 50 空知 滝川市B&G海洋センター

下旬 滝川バスケットボール連盟ビアパーティー 催事 ホテルスエヒロ 滝川バスケットボール連盟 1,000 市内 滝川バスケットボール連盟

下旬 縁日ごっこ 催事 街なかひろばく・る・る ＮＰＯ法人空知文化工房 20組 空知 街なかひろばく・る・る

下旬～8月上旬 B&G鷹栖海洋クラブ員交流事業 催事 滝川市B&G海洋センター B&G滝川海洋クラブ 50 全道 滝川市B&G海洋センター

末～8月中旬 調べる学習体験講座 催事 各施設 滝川市立図書館 50 市内 滝川市立図書館

未定 第29回文化連盟ビールパーティ 催事 ホテル三浦華園 滝川市文化連盟 300 市内 滝川市文化連盟

1 第７回菜の花卓球大会 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川卓球連盟 50 空知 滝川卓球連盟

1 第９回カーショップイノウエ杯ソフトテニス大会 大会 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

1～2 夏休みカヌー教室 催事 滝川市B&G海洋センター 滝川市B&G海洋センター 20 全道 滝川市B&G海洋センター

1～2 ジュニアバレーボールキャンプ 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 滝川市バレーボール協会 100 空知 滝川市バレーボール協会

1～3 日本マスターズ2020北海道大会 大会 滝川市営球場 北海道軟式野球連盟 105 全道 滝川軟式野球連盟

2 コカコーラ杯 大会 滝川市民ゴルフ場 滝川市民ゴルフ場 80 空知 滝川市民ゴルフ場

2 JAたきかわまつり 催事 未定 JAたきかわ 1,000 市内 JAたきかわ営業部

2 第51回ミクニ舎杯ソフトテニス大会 大会 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

3～4 中空知高校交流大会 大会 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

7 花・野菜技術センター公開デー2020 催事 花・野菜技術センター 花・野菜技術センター 200 全道 花・野菜技術センター

8～9 第29回滝川市民24時間マラソンソフトボール大会 大会 滝川市営球場 滝川市ソフトボール協会 450 全道 滝川市ソフトボール協会

8～9 第20回北海道知事杯道央南ブロック予選 大会 滝川市営球場 北海道軟式野球連盟 60 全道 滝川軟式野球連盟

9 夏休み親子カヌー教室 催事 滝川市B&G海洋センター 滝川市B&G海洋センター 20 全道 滝川市B&G海洋センター

9 SUP（スタンドアップパドルボード）体験教室 催事 滝川市B&G海洋センター 滝川市B&G海洋センター 10 全道 滝川市B&G海洋センター

15 平和祈念市民の集い 催事 平和公園 滝川市平和祈念市民の集い実行委員会 100 市内 滝川市福祉課

15～16 中空知高校新人戦大会 大会 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

17 楽器リズムあそび 催事 街なかひろばく・る・る ＮＰＯ法人空知文化工房 15組 空知 街なかひろばく・る・る

18 第28回親睦ソフトテニス大会 大会 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

20 子育てサロンありす　シャボン玉を楽しもう 國學院大學北海道短期大学部プレイルーム 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター 30 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター

20 水子観音供養法要 催事 滝の川斎苑 水子観音管理協賛会 50 空知 滝川市社会福祉協議会

22～23 第12回全日本秋季少年北空知支部予選 大会 滝川市営球場 北海道軟式野球連盟北空知支部 225 空知 滝川軟式野球連盟

22～23 第39回秋季少年滝川予選 大会 滝の川球場 滝川軟式野球連盟 60 市内 滝川軟式野球連盟

22～23 第98回全国高校サッカー選手権大会北空知大会 大会 空知川河川敷サッカー場 北空知地区サッカー協会 100 空知 北空知地区サッカー協会

22～23 第33回平野杯ミニバスケットボール大会 大会 滝川市スポーツセンター第１・第２体育館 滝川バスケットボール連盟 500 空知 滝川バスケットボール連盟

22～24 滝川神社　秋季例大祭 催事 ベルロード 滝川神社露店受入協議会 20,000 空知 滝川市産業振興課

23 秋季祭典柔道大会 大会 滝川市中央児童センター 滝川柔道連盟 30 市内 滝川柔道連盟事務局

23 滝川神社秋季例大祭奉納剣道大会 大会 滝川神社 滝川剣道連盟 20 市内 滝川剣道連盟

23 第22回北海道マスターズアーチェリー大会 大会 滝川アーチェリー場 滝川アーチェリー協会 30 全道 滝川アーチェリー協会

23 中空知総合選手権 大会 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

29～30 第12回全日本秋季少年北空知支部予選 大会 滝川市営球場 北海道軟式野球連盟北空知支部 225 空知 滝川軟式野球連盟

29～30 第98回全国高校サッカー選手権大会北空知大会 大会 空知川河川敷サッカー場 北空知地区サッカー協会 100 空知 北空知地区サッカー協会

８ 月
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30 北海道卓球選手権滝川支部予選会（一般の部） 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川卓球連盟 80 空知 滝川卓球連盟

上旬 こわいおはなし会＆きもだめし 催事 興禅寺 滝川市立図書館 120 市内 滝川市立図書館

上旬 みんくるキッズ 催事 まちづくりセンターみんくる ＮＰＯ法人空知文化工房 20 空知 まちづくりセンターみんくる

上旬 ワークキャンプ2020 催事 未定 滝川市ボランティアセンター 20 市内 滝川市社会福祉協議会

中旬 暑中稽古 催事 滝川市中央児童センター 滝川柔道連盟 30 市内 滝川柔道連盟事務局

下旬 水稲損害評価合同会議 会議 たきかわ文化センター 100 市内 北海道中央農業共済組合中空知支所

下旬 全空知ママさん大会 大会 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

1～30 滝川市立滝川市立図書館を使った調べる学習コンクール 催事 滝川市立図書館 滝川市立図書館 120 空知 滝川市立図書館

3 防火フェスティバル 催事 滝川消防署前 滝川消防署予防課 400 市内 滝川消防署予防課

3 ロビーコンサート 催事 滝川市役所市民ロビー 滝川市教育委員会 150 市内 滝川市社会教育課

3 令和２年第31回秋季北海道高等学校軟式野球大会空知支部予選 大会 滝川市営球場 北海道高等学校野球連盟空知支部 50 空知 滝川西高等学校

3～6 道展中空知作家展 催事 美術自然史館 道展中空知支部 400 空知 美術自然史館

4 第42回市民ふれあいの集い 催事 ホテルスエヒロ 中空知レクリエーション協会 600 全道 中空知レクリエーション協会

5～6 秋季全道大会 大会 滝川市営球場 日本リトルシニア中学校硬式野球協会北海道連盟 全道 日本リトルシニア中学校硬式野球協会北海道連盟

6 清水ミチコ　トーク＆ライブ 催事 たきかわ文化センター ＮＰＯ法人空知文化工房 700 空知 たきかわ文化センター

6 チーム&企業対抗戦 大会 滝川市民ゴルフ場 滝川市民ゴルフ場 60 空知 滝川市民ゴルフ場

6 中空知剣道錬成会 催事 滝川市中央児童センター 中空知剣道連盟 60 空知 滝川剣道連盟

6 第19回北海道チーム対抗バドミントン大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 北空知バドミントン協会 200 全道 北空知バドミントン協会

6 第42回北海道新聞社杯ソフトテニス大会 大会 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

11～12 第73回秋季北海道高校野球大会空知支部予選 大会 滝川市営球場 高校野球連盟 空知 高校野球連盟

12～13 中学校新人戦 大会 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

13 滝川市民合唱団　定期演奏会 催事 たきかわ文化センター 滝川市民合唱団 300 空知 滝川市民合唱団

13 たきかわコスモスマラソン2020 大会 滝川市スポーツセンター第１・第２体育館 滝川市 2,000 全国 滝川市スポーツ協会

14 敬老の日プレゼント製作 催事 街なかひろばく・る・る ＮＰＯ法人空知文化工房 15組 空知 街なかひろばく・る・る

14～20 第73回秋季北海道高校野球大会空知支部予選 大会 滝川市営球場 高校野球連盟 空知 高校野球連盟

16 令和２年度空知教育講演会 催事 ホテルスエヒロ 空知教育講演会実行委員会 400 空知 空知教育センター

17 子育てサロンありす　運動会ごっこ 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター 30 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター

18 滝川市内小中学校特別支援学級　児童・生徒カヌー体験 催事 滝川市B&G海洋センター 滝川中央ライオンズクラブ・滝川市社会教育課・滝川市B&G海洋センター 200 市内 滝川市B&G海洋センター

18 B&G指導員レベルアップ研修会 催事 滝川市B&G海洋センター 滝川市B&G海洋センター 150 全道 滝川市B&G海洋センター

19～20 中学校新人戦 大会 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

20 スポーツフェスティバルバドミントン大会　中学生の部 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 滝川バドミントン協会 200 空知 滝川バドミントン協会

21 中空知高校新人戦（団体戦） 大会 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

26～27 第49回北海道プリンセス卓球大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 北海道卓球連盟 200 全道 滝川卓球連盟

26 ノーマライゼーション推進事業「ふれあいの集い2020」 催事 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川市ノーマライゼーション推進委員会 2,000 市内 滝川市福祉課

27 ペカンペ祭　第20回アイヌ文化交流の集い 國學院大學北海道短期大学部アイヌの森 アイヌ文化交流の集い実行委員会 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター

上旬 そらちワイン×ワインFesta2020 催事 たきかわ観光国際スクエア（仮） （一社）たきかわ観光協会・滝川市 2,000 全道 （一社）たきかわ観光協会・滝川市

中旬 みんくるアクションvol.２ 催事 まちづくりセンターみんくる ＮＰＯ法人空知文化工房 40 空知 まちづくりセンターみんくる

９ 月

８
月

９
月



中旬 空知ｗａｉｗａｉフェスタ 催事 空知自動車学校 ｗａｉｗａｉフェスタ実行委員会 2,500 全道 空知自動車学校

中旬 滝川市リサイクルフェア 催事 空知自動車学校 滝川市 2,500 全道 滝川市くらし支援課

中旬 俳句バー 太郎吉蔵（予定） 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター 80 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター

中旬 共同募金運動推進会議 会議 NTT東日本滝川ビル２Ｆ会議室 滝川市共同募金委員会 50 市内 滝川市社会福祉協議会

下旬 ふれあいフェスタ2020 催事 滝川市立病院 ふれあいフェスタ実行委員会 600 市内 滝川市立病院事務課

下旬 インターナショナルファンデー 催事 未定 （一社）滝川国際交流協会 100 空知 （一社）滝川国際交流協会

予定 古本もってけ祭 催事 空知自動車学校 滝川市立図書館 300 空知 滝川市立図書館

予定 滝川ライオンズクラブ杯兼空知少年柔道大会 大会 滝川市中央児童センター 滝川柔道連盟 100 空知 滝川柔道連盟事務局

2 滝川市児童生徒音楽発表会 催事 たきかわ文化センター 滝川市社会教育振興会 1,000 市内 滝川市社会教育振興会

3 B&G滝川海洋クラブ員・保護者反省会　活動域・艇庫等清掃活動 催事 滝川市B&G海洋センター B&G滝川海洋クラブ 50 空知 滝川市B&G海洋センター

3 第５回オープンキャンパス 催事 國學院大學北海道短期大学部 國學院大學北海道短期大学部 50 全国 國學院大學北海道短期大学部

3 「倉本聰　点描画シアター　朗読　森上千絵さん」 催事 滝川市美術自然史館 （一財）滝川生涯学習振興会 140 空知 （一財）滝川生涯学習振興会

3～4 秋季全道大会 大会 滝川市営球場 日本リトルシニア中学校硬式野球協会北海道連盟 全道 日本リトルシニア中学校硬式野球協会北海道連盟

3～4 そらぷちフェスティバル2020 催事 そらぷちキッズキャンプ そらぷちキッズキャンプ 500 全道 そらぷちキッズキャンプ

4 滝川西高等学校　吹奏楽部　オータムコンサート 催事 たきかわ文化センター 滝川西高等学校 700 空知 滝川西高等学校

4 第34回滝川市長杯コスモスカップ 大会 滝川市民ゴルフ場 滝川市民ゴルフ場 120 空知 滝川市民ゴルフ場

4 第20回コスモスカップ 大会 タックボウルスマイル タックボウルスマイル 80 全道 タックボウルスマイル

4 ウォーキング大会 大会 未定 滝川市・北海道健康づくり財団 100 空知 滝川市保健センター（滝川市健康づくり課）

6～7 ライオンズカップ８人制サッカー大会 大会 空知川河川敷サッカー場 北空知地区サッカー協会 150 空知 北空知地区サッカー協会

10～11 秋季全道大会 大会 滝川市営球場 日本リトルシニア中学校硬式野球協会北海道連盟 全道 日本リトルシニア中学校硬式野球協会北海道連盟

11 江陵中学校　定期演奏会 催事 たきかわ文化センター 滝川市立江陵中学校 500 空知 滝川市立江陵中学校

10 11 第２回スーパースポーツゼビオ杯バドミントン大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 北空知バドミントン協会 150 全道 北空知バドミントン協会

月 15 子育てサロンありす　ハロウィンパーティー 國學院大學北海道短期大学部プレイルーム 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター 30 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター

17 明苑中学校　定期演奏会 催事 たきかわ文化センター 滝川市立明苑中学校 500 空知 滝川市立明苑中学校

17～18 MOA美術館「滝川・新十津川」児童作品展 催事 美術自然史館 実行委員会 900 空知 美術自然史館

18 躍進滝川太鼓保存会 催事 たきかわ文化センター アートステージ空知 700 空知 アートステージ空知

18 第40回北海道新聞社杯ママさんバレーボール大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 滝川ママさんバレーボール連盟 100 空知 滝川ママさんバレーボール連盟

23 教職員互助会レクリエーション大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 滝川市教職員互助会 市内 滝川市教職員互助会

24 創立100周年記念式典 催事 滝川工業高等学校 滝川工業高校創立100周年記念事業協賛会 400 全道 協賛会事務局

24～25 リトルシニア野球教室 大会 滝川市営球場 日本リトルシニア中学校硬式野球協会北海道連盟 全道 日本リトルシニア中学校硬式野球協会北海道連盟

24～25 第50回滝川市民文化祭 催事 たきかわ文化センター・美術自然史館 滝川市・滝川市文化連盟 600 市内 滝川市文化連盟

24～25 第50回滝川市民文化祭　展示部門・芸能部門 催事 たきかわ文化センター・美術自然史館 滝川市民文化祭実行委員会 1,100 市内 滝川市社会教育課

25 ラストコール杯 大会 滝川市民ゴルフ場 滝川市民ゴルフ場 60 空知 滝川市民ゴルフ場

25 北海道ボウリング場協会道北グランプリ第５戦 大会 タックボウルスマイル 北海道ボウリング場協会道北支部 50 全道 タックボウルスマイル

25 北空知秋季中学生バドミントン大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 北空知バドミントン協会 100 空知 北空知バドミントン協会

31 スポーツ少年団体力測定 催事 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川市スポーツ少年団本部 80 市内 滝川市スポーツ少年団本部

31～11/1 第46回石狩空知市町村職員バスケットボール大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 滝川バスケットボール連盟 500 空知 滝川バスケットボール連盟

10 月

９
月



上旬 第31回チャリティフリーマーケット 催事 ホテルスエヒロ 国際ソロプチミスト滝川 200 市内 国際ソロプチミスト滝川

上旬 滝川消費者まつり 催事 まちづくりセンターみんくる 滝川消費者協会・滝川市 500 空知 滝川消費者協会・滝川市くらし支援課

上旬 北海道滝川西高等学校吹奏楽部第21回オータムコンサート 催事 たきかわ文化センター 滝西吹奏楽を応援する会 1,100 空知 滝川西高等学校

上旬 滝川おもしろサイクリング 大会 滝川市及び近郊 滝川サイクルスポーツ協会 60 空知 滝川サイクルスポーツ協会

中旬 市民ボウリング大会 大会 タックボウルスマイル 滝川ボウリング協会 50 市内 タックボウルスマイル

10 中旬 手づくりフェスタinみんくる 催事 まちづくりセンターみんくる ＮＰＯ法人空知文化工房 400 空知 まちづくりセンターみんくる

月 下旬 HALLOWEEN IN TAKIKAWA 2020 催事 未定 （一社）滝川国際交流協会 100 全道 （一社）滝川国際交流協会

下旬 楽しい発表会 催事 國學院大學北海道短期大学部 國學院大學北海道短期大学部（幼児保育コース） 100 全道 國學院大學北海道短期大学部

下旬 はっぴーハロウィン 催事 街なかひろばく・る・る ＮＰＯ法人空知文化工房 20組 空知 街なかひろばく・る・る

下旬 道の駅たきかわ　秋の大収穫祭 催事 道の駅たきかわ 滝川地方卸売市場㈱ 全道 滝川地方卸売市場㈱

10月～11月 絵本作家　広瀬克也WS 催事 滝川市役所 滝川市立図書館 100 市内 滝川市立図書館

10月～11月 読書フェスティバル特別展示 催事 滝川市立図書館 滝川市立図書館 500 市内 滝川市立図書館

1 納会コンペ 大会 滝川市民ゴルフ場 滝川市民ゴルフ場 60 空知 滝川市民ゴルフ場

3 たきかわ農業まつり 催事 未定 たきかわ農業まつり実行委員会 2,000 空知 JAたきかわ営業部

3 道新杯北海道中学校選抜卓球大会 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川卓球連盟 130 空知 滝川卓球連盟

3 滝川市文化賞表彰式及び祝賀会 催事 ホテルスエヒロ 滝川市文化連盟 100 市内 滝川市文化連盟

6～8 全道自治体職員フットサル大会 大会 滝川市スポーツセンター第１・第２体育館 北空知地区サッカー協会 全道 北空知地区サッカー協会

7 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール表彰式 催事 ホテル三浦華園（予定） 空知歯科医師会 150 空知 空知歯科医師会

7～8 全道自治体職員フットサル大会北ブロック 大会 滝川市スポーツセンター第１・第２体育館 北空知地区サッカー協会 300 全道 北空知地区サッカー協会

8 ベートーヴェン「第九」 催事 たきかわ文化センター アートステージ空知 700 空知 アートステージ空知

11～19 滝川市児童生徒作品展 催事 美術自然史館 滝川市教育振興会 1,200 市内 美術自然史館

12 子育てサロンありす　音楽劇を楽しもう 國學院大學北海道短期大学部プレイルーム 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター 30 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター

14 藤井杯ソフトテニス大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 滝川ソフトテニス連盟 全道 滝川ソフトテニス連盟

14 第11回藤井杯インドアソフトテニス大会 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

15 全日本U-15フットサル大会北空知地区予選 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 北空知地区サッカー協会 200 空知 北空知地区サッカー協会

11 15 滝川テニス協会技術セミナー 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川テニス連盟 空知 滝川テニス連盟

月 21～22 全日本U-15フットサル大会道央ブロック予選 大会 滝川市スポーツセンター第１・第２体育館 北空知地区サッカー協会 200 北空知地区サッカー協会

25 （仮）道新文化事業部・落語 催事 たきかわ文化センター 北海道新聞社 700 空知 北海道新聞社

28 第29回スポーツフェスティバル市民ソフトテニス大会（１年生の部） 大会 滝川市スポーツセンター第１・第２体育館 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

29 20ママさんバレーボールシニア親善大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 滝川ママさんバレーボール連盟 100 空知 滝川ママさんバレーボール連盟

29 北空知冬季中学生バドミントン大会 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 北空知バドミントン協会 100 空知 北空知バドミントン協会

上旬 International　Communication　Day　（ICD) 催事 國學院大學北海道短期大学部 國學院大學北海道短期大学部（総合教養学科） 100 全道 國學院大學北海道短期大学部

上旬 第２回ボランティアスクール 催事 未定 滝川市ボランティアセンター・滝川市ボランティア連絡協議会 50 市内 滝川市社会福祉協議会

中旬 みんくるアクションvol.３ 催事 まちづくりセンターみんくる ＮＰＯ法人空知文化工房 40 空知 まちづくりセンターみんくる

中旬 おなはしカーニバル 催事 國學院大學北海道短期大学部 國學院大學北海道短期大学部（幼児保育コース） 100 全道 國學院大學北海道短期大学部

中旬 英語であそぼう！Part.2 催事 街なかひろばく・る・る ＮＰＯ法人空知文化工房 20組 空知 街なかひろばく・る・る

中旬 ３センターシニア交流会 大会 タックボウルスマイル ３センターシニアクラブ 60 全道 タックボウルスマイル

11 月



中旬 環境市民大会「高校生環境シンポジウムｉｎ滝川高校」 大会 滝川高等学校 滝川市 600 空知 滝川市くらし支援課

11 下旬 滝川国際交流協会設立30周年記念講演 催事 未定 （一社）滝川国際交流協会 100 全道 （一社）滝川国際交流協会

月 下旬 第Ⅰ期入試選考日 催事 國學院大學北海道短期大学部 國學院大學北海道短期大学部 50 全国 國學院大學北海道短期大学部

予定 朗読の森～PREMIUM～ 催事 滝川市役所 滝川市立図書館 70 市内 滝川市立図書館

5 全日本U-18フットサル大会北空知地区予選 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 北空知地区サッカー協会 150 空知 北空知地区サッカー協会

6 滝川市歳末たすけあい赤い羽根歌謡大会 催事 たきかわ文化センター 歳末たすけあい赤い羽根歌謡大会実行委員会 1,100 空知 滝川市社会福祉協議会

6 滝川市冬季バドミントン大会　中学生の部 大会 滝川市スポーツセンター第１・第２体育館 北空知バドミントン協会 100 空知 北空知バドミントン協会

6 第33回滝川市歳末たすけあい赤い羽根歌謡大会 催事 たきかわ文化センター 赤い羽根歌謡大会実行委員会 1,000 市内 滝川市社会福祉協議会

12 滝川市立東小学校合唱部　定期演奏会 催事 たきかわ文化センター 滝川市立東小学校 500 市内 滝川市立東小学校

12 ソフトテニス技術講習会 大会 滝川市スポーツセンター第１・第２体育館 滝川ソフトテニス連盟 100 全道 滝川ソフトテニス連盟

13 滝川駐屯地自衛隊クリスマスコンサート 催事 たきかわ文化センター 自衛隊滝川駐屯地 1,100 空知 自衛隊滝川駐屯地

13 YONEXCUPインドアソフトテニス選手権大会 大会 滝川市スポーツセンター第１・第２体育館 滝川ソフトテニス連盟 全道 滝川ソフトテニス連盟

17 子育てサロンありす　クリスマス会 國學院大學北海道短期大学部プレイルーム 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター 30 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター

12 19 納会錬成大会兼茂田杯争奪剣道大会 大会 滝川市中央児童センター 滝川剣道連盟 35 市内 滝川剣道連盟

月 19 滝川スポーツフェスティバル　海洋クラブ会長杯 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 B&G滝川海洋クラブ 100 市内 B&G滝川海洋クラブ

19～20 全道少年フットサル大会北空知地区予選 大会 滝川市スポーツセンター第１・第２体育館 北空知地区サッカー協会 200 空知 北空知地区サッカー協会

19～2/11 北電公園スロープ開設 催事 北電公園 滝川市体育協会 3,500 全国 北電公園管理事務所

20 北空知社会人フットサルリーグ 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 北空知地区サッカー協会 空知 北空知地区サッカー協会

26～27 北海道中学生団体対抗 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川ソフトテニス連盟 400 全道 滝川ソフトテニス連盟

中旬 みんくるwaクリスマス 催事 まちづくりセンターみんくる ＮＰＯ法人空知文化工房 400 空知 まちづくりセンターみんくる

中旬 お正月飾り製作 催事 まちづくりセンターみんくる ＮＰＯ法人空知文化工房 15 空知 まちづくりセンターみんくる

中旬 卒業論文発表会 催事 國學院大學北海道短期大学部 國學院大學北海道短期大学部（国文学科） 200 全道 國學院大學北海道短期大学部

中旬 研究発表会 催事 國學院大學北海道短期大学部 國學院大學北海道短期大学部（総合教養学科） 200 全道 國學院大學北海道短期大学部

中旬 第Ⅱ期入試選考日 催事 國學院大學北海道短期大学部 國學院大學北海道短期大学部 50 全国 國學院大學北海道短期大学部

中旬 クリスマス製作 催事 街なかひろばく・る・る ＮＰＯ法人空知文化工房 15組 空知 街なかひろばく・る・る

下旬 B&G滝川海洋クラブ会長杯　スポーツフェスティバル 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 B&G滝川海洋クラブ 100 空知 滝川市B&G海洋センター

予定 クリスマス会 催事 未定 滝川市立図書館 100 市内 滝川市立図書館

4 滝川市新年交礼会 催事 ホテル三浦華園 滝川市新年交礼会実行委員会 350 市内 滝川市総務課

5 江部乙町新年交礼会 催事 農村環境改善センター 江部乙町新年交礼会実行委員会 100 市内 滝川市江部乙支所

9 YONEXソフトテニス講習会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 滝川ソフトテニス連盟 100 全道 滝川ソフトテニス連盟

9 第42回滝川市かるた大会 大会 滝川市中央児童センター 滝川市教育委員会 100 市内 滝川市社会教育課

10 滝川市成人式 催事 たきかわ文化センター 滝川市教育委員会 300 市内 滝川市社会教育課

10 第29回スポーツフェスティバル市民ソフトテニス大会（ダブルス） 大会 滝川市スポーツセンター第１・第２体育館 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

12～15 授業見学会 催事 國學院大學北海道短期大学部 國學院大學北海道短期大学部 20 全国 國學院大學北海道短期大学部

16～17 第22回ウィンターカップバスケットボール大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 北・南空知地区バスケットボール協会 500 空知 滝川西高等学校

12 月

１ 月

１
月



17 第36回新春滝川市長杯弓道大会 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川弓道連盟 60 空知 滝川弓道連盟

21 子育てサロンありす　新年会パーティ 國學院大學北海道短期大学部プレイルーム 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター 30 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター

23 第29回スポーツフェスティバル市民ソフトテニス大会（２年生の部） 大会 滝川市スポーツセンター第１・第２体育館 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

24 尺八・箏・ギター　遠音　コンサート 催事 たきかわ文化センター アートステージ空知 700 空知 アートステージ空知

24 第50回滝川選手権卓球大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 滝川卓球連盟 250 空知 滝川卓球連盟

24 北海道ボウリング場協会道北グランプリ第８戦 大会 タックボウルスマイル 北海道ボウリング場協会道北支部 50 全道 タックボウルスマイル

30～31 北空知中学新春フットサル大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 北空知地区サッカー協会 空知 北空知地区サッカー協会

31 北空知社会人フットサルリーグ 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 北空知地区サッカー協会 空知 北空知地区サッカー協会

上旬 令和３年滝川消防出初式 催事 スマイルビル前ベルロード 滝川消防署警防課 200 市内 滝川消防署警防課

上旬 おはなしでてこい 催事 街なかひろばく・る・る ＮＰＯ法人空知文化工房 20組 空知 街なかひろばく・る・る

中旬 ウィンターファンデー 催事 未定 （一社）滝川国際交流協会 50 空知 （一社）滝川国際交流協会

中旬 寒稽古・鏡開き 催事 滝川市中央児童センター 滝川柔道連盟 30 市内 滝川柔道連盟事務局

中旬 スポーツフェスティバル市民柔道大会 大会 滝川市中央児童センター 滝川柔道連盟 30 市内 滝川柔道連盟事務局

下旬 節分手作り講習会 催事 まちづくりセンターみんくる ＮＰＯ法人空知文化工房 16 空知 まちづくりセンターみんくる

下旬 B&G滝川海洋クラブ員　スケート体験会 催事 滝川スケートリンク B&G滝川海洋クラブ 20 空知 滝川市B&G海洋センター

下旬 第Ⅲ期入試選考日 催事 國學院大學北海道短期大学部 國學院大學北海道短期大学部 50 全国 國學院大學北海道短期大学部

下旬 海外派遣者帰国報告会 催事 未定 （一社）滝川国際交流協会・滝川市 100 全道 （一社）滝川国際交流協会

未定 文化連盟新年交礼会 催事 ホテルスエヒロ 滝川市文化連盟 100 市内 滝川市文化連盟

5 滝川技能協会　設立50周年記念式典・祝賀会 催事 ホテルスエヒロ 滝川技能協会 100 空知 滝川技能協会

7 第６回スーパースポーツゼビオカップテニス大会 大会 滝川市スポーツセンター第１・第２体育館 滝川テニス協会 空知 滝川テニス協会

8 ランターン製作 催事 街なかひろばく・る・る ＮＰＯ法人空知文化工房 20組 空知 街なかひろばく・る・る

11 第48回滝川市教育長杯争奪中学新人バレーボール大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 滝川市バレーボール協会 150 空知 滝川市バレーボール協会

11 第40回プレス空知杯争奪バレーボール大会 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川市バレーボール協会 100 空知 滝川市バレーボール協会

14 2020年度滝川冬季小学生全道バドミントン大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 滝川バドミントン協会 350 空知 滝川バドミントン協会

14 北空知社会人フットサルリーグ 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 北空知地区サッカー協会 空知 北空知地区サッカー協会

14 漢字検定試験 滝川市中央児童センター （一財）滝川生涯学習振興会 60 空知 （一財）滝川生涯学習振興会

18 子育てサロンありす　おだいり様おひな様になって変身しよう！ 國學院大學北海道短期大学部プレイルーム 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター 30 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター

19 滝川野球協会理事総会 会議 ホテルスエヒロ 滝川野球協会 12 市内 滝川朝野球連盟

21 審判研修会 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川ママさんバレーボール連盟 50 市内 滝川ママさんバレーボール連盟

21 第33回スポーツプラザアジア杯バドミントン大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 滝川バドミントン協会 150 全道 滝川バドミントン協会

27～28 第23回滝川ライオンズクラブ杯ミニバスケットボール大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 滝川バスケットボール連盟 500 空知 滝川バスケットボール連盟

28 社会人スーパースポーツゼビオカップフットサル大会 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 北空知地区サッカー協会 空知 北空知地区サッカー協会

下旬 第19回たきかわ紙袋ランターンフェスティバル 催事 ベルロード たきかわ紙袋ランターンフェスティバル実行委員会 15,000 全国 たきかわ紙袋ランターンフェスティバル実行委員会

予定 朗読の森～WINTER～ 催事 滝川市立図書館 滝川市立図書館 30 市内 滝川市立図書館

2月～3月 絵本作家　堀川真WS 催事 滝川市役所 滝川市立図書館 60 市内 滝川市立図書館

２ 月

１
月

２
月



1 おひなまつり会 催事 街なかひろばく・る・る ＮＰＯ法人空知文化工房 20組 空知 街なかひろばく・る・る

6～7 第７回全道シニアフットサル選手権大会 大会 滝川市スポーツセンター第１・第２体育館 北空知地区サッカー協会 300 全道 北空知地区サッカー協会

6 第12回技能振興事業「匠の技とふれあう日」 催事 スキルアップセンター空知 （一社）中空知地域職業訓練センター協会 2,000 空知 （一社）中空知地域職業訓練センター協会

6～14 はる展 催事 美術自然史館 美術自然史館・國學院大學北海道短期大学部 400 市内 美術自然史館

13～14 剣道第一種審査会 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川剣道連盟 全道 滝川剣道連盟

18 子育てサロンありす　絵本を楽しもう 國學院大學北海道短期大学部プレイルーム 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター 30 國學院大學北海道短期大学部コミュニティカレッジセンター

19 令和２年度卒業証書授与式 國學院大學北海道短期大学部 國學院大學北海道短期大学部 國學院大學北海道短期大学部

20～21 滝川市総合選手権バスケットボール大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 滝川バスケットボール連盟 500 市内 滝川バスケットボール連盟

28 ファミリーフットサルフェスティバル 催事 滝川市スポーツセンター第１・第２体育館 北空知地区サッカー協会 300 空知 北空知地区サッカー協会

上旬 第Ⅳ期入試選考日 催事 國學院大學北海道短期大学部 國學院大學北海道短期大学部 50 全国 國學院大學北海道短期大学部

上旬 NPO講座 催事 まちづくりセンターみんくる ＮＰＯ法人空知文化工房 30 空知 まちづくりセンターみんくる

上旬 市民ボランティアの集い（第３回ボランティアスクール） 催事 未定 市民ボランティアの集い実行委員会・滝川市ボランティアセンター・滝川市ボランティア連絡協議会 150 空知 滝川市社会福祉協議会

上旬 滝川市民公開講座 会議 市内ホテル 滝川薬剤師会 100 市内 滝川薬剤師会　担当の薬局

中旬 第Ⅴ期入試選考日 催事 國學院大學北海道短期大学部 國學院大學北海道短期大学部 50 全国 國學院大學北海道短期大学部

中旬 第16回滝川ボウリング協会会長杯 大会 タックボウルスマイル 滝川ボウリング協会 50 タックボウルスマイル

下旬 古典の会 催事 たきかわ文化センター 滝川文化連盟 1,000 空知 滝川文化連盟

下旬 滝川市社会福祉協議会第２回評議員会 会議 NTT東日本滝川ビル２Ｆ会議室 滝川市社会福祉協議会 40 市内 滝川市社会福祉協議会

下旬 滝川市共同募金委員会第２回評議員会 会議 NTT東日本滝川ビル２Ｆ会議室 滝川市社会福祉協議会 45 市内 滝川市社会福祉協議会

未定 第56回古典の会 催事 たきかわ文化センター 滝川市文化連盟 500 市内 滝川市文化連盟

未定 第２回滝川シニアインドアソフトテニス大会 大会 滝川ソフトテニス連盟 滝川ソフトテニス連盟

奇数月第４土曜日 絵本の森のおはなし会 催事 滝川市立図書館 滝川市立図書館 60 市内 滝川市立図書館

偶数月第３水曜日 絵本のおはなし会「おかちゃんといっしょ」 催事 滝川市立図書館 滝川市立図書館 120 市内 滝川市立図書館

４月第４土曜日～10月第４土曜日 道の駅たきかわ　フリーマーケット 催事 道の駅たきかわ 滝川地方卸売市場㈱ 全道 滝川地方卸売市場㈱

未定 ブビリオバトル 催事 滝川市立図書館 滝川市立図書館 30 空知 滝川市立図書館

３ 月

定例開催 及び 時期未定

３
月


