
月日

4 北海道市議会議長道央支部協議会事務局長会議 会議 滝川市役所 滝川市議会事務局 10 空知 滝川市議会事務局

10 令和４年度入学式 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

13 第１回理事会 会議 街なかひろばく・る・る 滝川市文化連盟 20 市内 滝川市文化連盟

15 子育てサロンありす　親子のふれあい遊び 本学プレイルーム 本学コミュニティカレッジセンター 30 コミュニティカレッジセンター

16 北空知地区高等学校春季バドミントン大会 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 北空知地区バドミントン協会 - 空知 滝川市西高等学校

16～17 春季高校選手権大会 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 - 空知 滝川バスケットボール連盟

17 第56回古典の会・発表会 滝川市交流プラザ 滝川市文化連盟 200 市内 滝川市文化連盟

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

17 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 北空知地区バドミントン協会 - 空知 北空知バドミントン協会

22～5/25 子どもの読書週間事業展示「ねぇ、いっしょにあそぼう！」 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

22～5/25 子どもの読書週間事業「『虹いろ図書館』ができるまで～メイキング展～」 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.

22～5/25 子どもの読書週間事業参加型展示「ぼくたち、わたしたちになまえをつけて！」 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

23 フリーマーケット 催事 道の駅たきかわ 道の駅たきかわ - 全道 道の駅たきかわ

23 令和４年度定期総会 大会 まちづくりセンターみんくるみんくる 滝川市文化連盟 50 市内 滝川市文化連盟

24 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 北空知地区バドミントン協会 - 空知 北空知バドミントン協会

29 第34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 滝川バレーボール協会 200 空知 滝川バレーボール協会

30～5/1.3 春季大会リーグ戦 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

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２階会議室 日本赤十字社滝川市地区 50 市内 滝川市社会福祉協議会

下旬 第93回メーデー 催事 平和公園（予定） 滝川地区連合会 100 市内 滝川地区連合会

1 オープン杯 大会 滝川市民ゴルフ場 ㈱滝川振興公社 60 空知 滝川市民ゴルフ場

4～5 高畑旗春季中学 大会 滝川市営球場 滝川軟式野球連盟 150 空知 滝川軟式野球連盟

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 200 全道 （公社）滝川スカイスポーツ振興協会

7 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 50 空知 滝川卓球連盟事務局

7～8 滝川少年野球連盟旗争奪　空知中学校野球選手権大会 大会 滝川市営球場 滝川軟式野球連盟 300 空知 滝川軟式野球連盟

8 第16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１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

13 子育てサロンありす　お花見散歩 本学プレイルーム 本学コミュニティカレッジセンター 30 コミュニティカレッジセンター

14 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

14～10/10 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 2,000 空知 滝川市B&G海洋センター

14～10/10 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

14～15 滝川少年野球連盟旗争奪　空知中学校野球選手権大会 大会 滝川市営球場 滝川軟式野球連盟 300 空知 滝川軟式野球連盟

15 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

15 滝川市パークゴルフ協会月例会 大会 コカ・コーラパークフィールド72 滝川市パークゴルフ協会 70 滝川市パークゴルフ協会

21 滝川市民初心者講習会 大会 コカ・コーラパークフィールド72 滝川市パークゴルフ協会 70 空知 滝川市パークゴルフ協会
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21～22 滝川少年野球連盟旗争奪　空知中学校野球選手権大会 大会 滝川市営球場 滝川軟式野球連盟 300 空知 滝川軟式野球連盟

21～22 剣道道場連盟交換錬成会 大会 滝川市スポーツセンター第１・２体育館 滝川剣道連盟 - 全道 滝川剣道連盟

21～29 2022たきかわ菜の花まつり 催事 道の駅たきかわほか たきかわ菜の花まつり実行委員会 - 全国 たきかわ観光協会・観光国際課

21 江部乙丘陵地フットパス 道の駅たきかわ 江部乙丘陵地ファンクラブ事務局 - 市内 江部乙丘陵地ファンクラブ事務局

22 滝川朝野球連盟総会 会議 滝川市スポーツセンター 滝川朝野球連盟 20 市内 滝川朝野球連盟事務局

23 絵の具あそび 催事 街なかひろばく・る・る NPO法人　空知文化工房 ５組10名 空知 街なかひろばく・る・る

24～27 第11回空知高等学校バドミントン選手権大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 高体連空知支部 130 空知 滝川高等学校

24～29 滝川美術協会展 催事 滝川美術自然史館 滝川美術協会 500 空知 滝川美術自然史館

25 春季朝野球大会 大会 石狩川河川球場 滝川朝野球連盟 60 市内 滝川朝野球連盟事務局

27 江陵中学校陸上記録会 催事 滝川市陸上競技場 滝川市立江陵中学校 - 市内 滝川市立江陵中学校

27 通常総会 会議 ホテル三浦華園 （一社）滝川国際交流協会 50 空知 （一社）滝川国際交流協会

28 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

28 フリーマーケット 催事 道の駅たきかわ 道の駅たきかわ - 全道 道の駅たきかわ

28～29 自治体職員等野球選手権大会空知予選 大会 滝川市営球場 自治労空知地方本部 100 空知 自治労空知地方本部

29 アサヒビール杯 大会 滝川市民ゴルフ場 ㈱滝川振興公社 60 空知 滝川市民ゴルフ場

29 令和４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 滝川卓球連盟事務局

下旬 コスモスパークオープン杯 大会 コスモスパーク場 滝川コスモスパークゴルフ協会 30 滝川コスモスパークゴルフ協会

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２階会議室 滝川市社会福祉協議会 45 市内 滝川市社会福祉協議会

下旬 札幌法務局滝川支局管内戸籍事務協議会総会並びに戸籍事務研究会 会議 滝川市役所 札幌法務局滝川支局管内戸籍事務協議会事務局 15 空知 滝川市市民生活部市民課

1～9/30 池の前食堂2022 催事 滝川ふれあいの里 （一社）たきかわ観光協会 20,000 全道 （一社）たきかわ観光協会

2～5 道展中空知作家展 催事 滝川美術自然史館 道展中空知支部 400 空知 滝川美術自然史館

3 明苑中学校陸上記録会 催事 滝川市陸上競技場 滝川市立明苑中学校 - 市内 滝川市立明苑中学校

4～5 高松宮賜杯全日本軟式野球大会２部滝川予選 大会 滝の川球場 滝川軟式野球連盟 100 市内 滝川軟式野球連盟

4～5 北海道道場少年剣道大会 大会 滝川市スポーツセンター第１・２体育館 北海道剣道道場連盟 - 全道 北海道剣道道場連盟

5 日本選手権北海道大会トーナメント戦 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

5 シニア選手権（予選） 大会 滝川市民ゴルフ場 ㈱滝川振興公社 40 空知 滝川市民ゴルフ場

9 開学40周年記念古典芸能鑑賞会『狂言』 本学体育館 本学コミュニティカレッジセンター - コミュニティカレッジセンター

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 滝川市パークゴルフ協会月例大会 大会 コカ・コーラパークフィールド72 滝川市パークゴルフ協会 70 滝川市パークゴルフ協会

11～12 ありす祭 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

11～12 天皇賜杯全日本軟式野球大会北空知支部予選 大会 滝川市営球場 北海道軟式野球連盟北空知支部 150 空知 滝川軟式野球連盟

12 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 空知 北空知バドミントン協会

17
子育てサロンありす
パークゴルフごっこ

本学プレイルーム 本学コミュニティカレッジセンター 30 コミュニティカレッジセンター

18 日本選手権北海道大会トーナメント戦 大会 滝川市営球場 日本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

18～8/21 「石油ヲ造レ」-東洋一の人造石油滝川工場- 催事 滝川美術自然史館 滝川美術自然史館 3,000 全道 滝川美術自然史館

19
第９回北海道カヌースプリント短距離選手権大会兼
第７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 北海道カヌー協会ほか 300 全国 滝川市B&G海洋センター

６ 月

５
月

６
月



19 第35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

19 漢字検定試験 滝川市中央児童センター内 （一財）滝川生涯学習振興会 250 空知 （一財）滝川生涯学習振興会

19 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 70 市内 滝川バドミントン協会

20 えいごであそぼう 催事 街なかひろばく・る・る NPO法人空知文化工房 ５組10名 空知 街なかひろばく・く・る

25 フリーマーケット 催事 道の駅たきかわ 道の駅たきかわ - 全道 道の駅たきかわ

25 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

26 マツダボール杯 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

26 第14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 滝川卓球連盟事務局

28～30 中体連北空知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 中体連 - 空知 滝川市立開西中学校

６月or７月中
組合設立50周年記念　令和４年度滝川地区広域消防事
務組合消防演習並びに滝川消防演習

催事 調整中 滝川消防署 200 空知 滝川消防署警防課

初旬 オープンカレッジ講座 本学教室 本学コミュニティカレッジセンター - コミュニティカレッジセンター

中旬 共立土建杯 大会 コスモスパーク場 滝川コスモスパークゴルフ協会 30 滝川コスモスパークゴルフ協会

中旬 江部乙ライオンズクラブビールパーティー 催事 滝川市農村環境改善センター 江部乙ライオンズクラブ 500 市内 江部乙商工会

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２階会議室 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 B&G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 50 全道 滝川市B&G海洋センター

1 滝川市制功労者慰霊式 催事 滝川神社 滝川市 50 市内 滝川市総務課

1～9/30 たきかわスタンプラリー 催事 たきかわ観光国際スクエアほか 滝川市 - 全国 滝川市観光国際課

3 江部乙丘陵地フットパス フルーツの丘 江部乙丘陵地ファンクラブ事務局 - 市内 江部乙丘陵地ファンクラブ事務局

7～8 江部乙町春祭り 催事 滝川市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

7～9 滝高祭 催事 滝川高等学校 滝川高等学校 700 市内 滝川高等学校

7～9 中体連全空知バドミントン大会 大会 滝川市スポーツセンター第１体育館 中体連 - 空知 滝川市立江陵中学校

9 北海道卓球選手権滝川支部予選会カデット部・ジュニア部 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川卓球連盟 50 空知 滝川卓球連盟事務局

9～11 高松宮賜杯全日本軟式野球大会（１部２部）南北海道大会 大会 滝川市営球場他 北海道軟式野球連盟 250 全道 滝川軟式野球連盟

10 男女ペアマッチゴルフ 大会 滝川市民ゴルフ場 ㈱滝川振興公社 40 空知 滝川市民ゴルフ場

10 滝川市パークゴルフ協会月例大会 大会 コカ・コーラパークフィールド72 滝川市パークゴルフ協会 70 滝川市パークゴルフ協会

11 うんどうあそび 催事 街なかひろばく・る・る NPO法人　空知文化工房 ５組10名 空知 街なかひろばく・る・る

18 マツダボール杯 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

18 マリンスポーツフェスティバル2022 催事 滝川市B&G海洋センター 滝川市B&G海洋センターほか 1,500 全国 滝川市B&G海洋センター

23 フリーマーケット 催事 道の駅たきかわ 道の駅たきかわ - 全道 道の駅たきかわ

23 Audax　Japan　BRM723北海道600Km宗谷岬 大会 滝川市農村環境改善センター～宗谷岬（往復） （一社）オダックス・ジャパン北海道 100 全国 （一社）オダックス・ジャパン北海道

23 江部乙丘陵地フットパス 道の駅たきかわ 江部乙丘陵地ファンクラブ事務局 - 市内 江部乙丘陵地ファンクラブ事務局

23 マツダボール杯 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

24 スポーツフェスティバルバドミントン大会小学生の部 大会 スポーツセンター第１・２体育館 滝川バドミントン協会 350 全道 滝川バドミントン協会

24 滝川市パークゴルフ協会月例大会 大会 コカ・コーラパークフィールド72 滝川市パークゴルフ協会 70 滝川市パークゴルフ協会

27～28 滝川クラフトビールフェスティバル2022 催事 たきかわ観光国際スクエア 滝川市産業活性化協議会 1,200 市内 滝川市産業振興課

27～30 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 200 市内 （公社）たきかわスカイスポーツ振興協会

30 子育てサロンありす　水遊び、ミニプールで遊ぼう 本学プレイルーム 本学コミュニティカレッジセンター 30 コミュニティカレッジセンター

７ 月

６
月

７
月



30 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

31 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

31 コカ・コーラ杯 大会 滝川市民ゴルフ場 ㈱滝川振興公社 80 空知 滝川市民ゴルフ場

31 第53回全道ママさんバレーボール大会滝川地区予選会 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 市内 滝川ママさんバレーボール連盟

31 JRヘルシーウォーキング2022 催事 滝川市内・新十津川町 JR北海道 300 空知 JRヘルシーウォーキング事務局

31 サマースカイフェスタ2022 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 5,000 全道 （公社）滝川スカイスポーツ振興協会

初旬 三栗杯 大会 コスモスパーク場 滝川コスモスパークゴルフ協会 30 滝川コスモスパークゴルフ協会

上旬 夏季朝野球大会 大会 石狩川河川球場 滝川朝野球連盟 60 市内 滝川朝野球連盟事務局

中旬 （仮）レトロｄｅいこう！ 催事 まちづくりセンターみんくる NPO法人空知文化工房 200 空知 まちづくりセンターみんくる

中旬 第１回歯ランティアスクール 催事 未定 日本赤十字社滝川市地区ほか 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海洋センターほか 60 空知 滝川市B&G海洋センター

下旬 ライオンズクラブ杯 大会 コスモスパーク場 滝川コスモスパークゴルフ協会 30 滝川コスモスパークゴルフ協会

下旬 カヤギニまつり 催事 江部乙農村環境改善センター駐車場 カヤギニまつり実行委員会 1,000 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

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 5 空知 滝川市B&G海洋センター

下旬から8月上旬 夏休み★調べる窓口 催事 滝川市立図書館 滝川市立図書館 15 市内 滝川市立図書館

下旬から8月上旬 調べる学習体験講座 催事 市内施設 滝川市立図書館 30 市内 滝川市立図書館

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 30 全道 滝川市B&G海洋センター

～8月 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ーゴルフ大会実行委員会 120 全道 滝川市社会福祉協議会

6 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

6～7 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 - 市内 滝川市ソフトボール協会

6～7 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 滝川バレーボール協会 100 空知 滝川バレーボール協会

6～7 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

7 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 40 全道 滝川市B&G海洋センター

7 滝川市パークゴルフ協会月例大会 大会 コカ・コーラパークフィールド72 滝川市パークゴルフ協会 70 滝川市パークゴルフ協会

11 たきかわ納涼盆踊り花火大会 催事 未定 滝川青年会議所 - 全国 滝川青年会議所

11 第９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 滝川卓球連盟事務局

13 滝川市民初心者講習会 大会 コカ・コーラパークフィールド72 滝川市パークゴルフ協会 70 空知 滝川市パークゴルフ協会

13 ZEET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

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

19
子育てサロンありす
シャボン玉を楽しもう

本学プレイルーム 本学コミュニティカレッジセンター 30 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 郷芳寺 - 滝川市社会福祉協議会

20～21 東日本軟式野球大会２部滝川予選 大会 滝川市営球場 滝川軟式野球連盟 100 市内 滝川軟式野球連盟

21 滝川市スポーツフェスティバルパークゴルフ大会 大会 コカ・コーラパークフィールド72 滝川市パークゴルフ協会 70 空知 滝川市パークゴルフ協会

21 第34回滝川テニス協会会長杯兼第７回滝川市民テニス大会 大会 滝の川運動公園テニスコート 滝川テニス協会 40 市内 滝川テニス協会

21 第22回北海道マスターズ公認アーチェリー大会 大会 滝川アーチェリー場 滝川アーチェリー協会 40 全道 滝川アーチェリー協会

21 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 50 空知 滝川卓球連盟事務局

８ 月

７
月

８
月



22 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 ５組10名 空知 街なかひろばく・る・る

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

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

23～24 北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会 会議 ホテル三浦華園 北海道都市教育委員会連絡協議会 150 全道 滝川市教育委員会教育部教育総務課

27 フリーマーケット 催事 道の駅たきかわ 道の駅たきかわ - 全道 道の駅たきかわ

27 ワインワインフェスタ2022 催事 たきかわ観光国際スクエア駐車場 （一社）たきかわ観光協会 2,000 全道 （一社）たきかわ観光協会

27～28 第34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・２体育館 滝川バスケット連盟 - 空知 滝川バスケット連盟

28 秋季大会新人戦 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

上旬 ワークキャンプ2022 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

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 10 空知 まちづくりセンターみんくる

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

中旬 大阪設備杯 大会 コスモスパーク場 滝川コスモスパークゴルフ協会 30 滝川コスモスパークゴルフ協会

中旬 ガールズゲーム（熊谷・高瀬杯） 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 全道 北空知地区サッカー協会

中旬～下旬 滝川ライオンズクラブ旗争奪中学校野球大会 大会 滝川市営球場ほか 滝川ライオンズクラブ - 空知 滝川軟式野球連盟

2～9/30 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 200 空知 滝川市立図書館

3～4 東日本軟式野球大会２部北空知支部予選 大会 滝川市営球場他 北海道軟式野球連盟 500 全道 滝川軟式野球連盟

4 防火フェスティバル 催事 滝川消防署庁舎前 滝川消防署 500 市内 滝川消防署予防課

4 チーム＆企業対抗戦 大会 滝川市民ゴルフ場 ㈱滝川振興公社 60 空知 滝川市民ゴルフ場

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

4 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 滝川バドミントン協会 200 全道 滝川バドミントン協会

10 ライオンズ旗中学 大会 滝川市営球場ほか 滝川軟式野球連盟 - 空知 滝川軟式野球連盟

11 滝川市パークゴルフ協会月例会 大会 コカ・コーラパークフィールド72 滝川市パークゴルフ協会 70 滝川市パークゴルフ協会

11 たきかわコスモスマラソン2022 大会 滝川市スポーツセンター第１・２体育館・滝の川運動公園発着 滝川市陸上競技会 1,600 全国 スポーツ協会

12 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 ５組10名 空知 街なかひろばく・る・る

16 子育てサロンありす　運動ごっこ 本学プレイルーム 本学コミュニティカレッジセンター 30 コミュニティカレッジセンター

16 滝川市内小学校特別支援学級　児童・生徒カヌー体験会 催事 滝川市B&G海洋センター 滝川市B&G海洋センター 300 市内 滝川市B&G海洋センター

17 絵本作家・柴田ケイコワークショップ 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

18 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 150 市内 滝川バドミントン協会

23～25 全日本少年春季軟式野球大会北海道予選 大会 滝川市営球場ほか 滝川軟式野球連盟 - 全道 滝川軟式野球連盟

24 フリーマーケット 催事 道の駅たきかわ 道の駅たきかわ - 全道 道の駅たきかわ

24 江部乙丘陵地フットパス 道の駅たきかわ 江部乙丘陵地ファンクラブ事務局 - 市内 江部乙丘陵地ファンクラブ事務局

初旬 妹背牛愛好会杯 大会 コスモスパーク場 滝川コスモスパークゴルフ協会 30 滝川コスモスパークゴルフ協会

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

中旬 開学40周年記念講演会 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

中旬 みんくる　文化作品発表会 催事 まちづくりセンターみんくる NPO法人空知文化工房 200 空知 まちづくりセンターみんくる

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

中旬 俳句バー 本学コミュニティカレッジセンター 80 コミュニティカレッジセンター

９ 月

８
月

９
月



中旬 滝川ライオンズクラブ杯空知少年柔道大会 大会 滝川中央児童センター 滝川ライオンズクラブ - 空知 空知柔道連盟

下旬 角田杯 大会 コスモスパーク場 滝川コスモスパークゴルフ協会 30 滝川コスモスパークゴルフ協会

下旬 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 100 市内 滝川市社会教育課

未定 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

1 北海道滝川西高等学校創立50周年記念式典・記念祝賀会 催事 滝川西高等学校・ホテル三浦華園 北海道滝川西高等学校創立50周年記念事業実行委員会 500 市内 滝川西高等学校

1 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

8
B&G滝川街道クラブ員・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 100 空知 滝川市B&G海洋センター

8～9 全空知剣道大会 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川剣道連盟 - 空知 滝川剣道連盟

9 第１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 滝川バドミントン協会 150 空知 滝川バドミントン協会

9 第26回コート納め大会 大会 滝の川運動公園テニスコート 滝川テニス協会 40 市内 滝川テニス協会

9 滝川市パークゴルフ協会月例会 大会 コカ・コーラパークフィールド72 滝川市パークゴルフ協会 70 滝川市パークゴルフ協会

10 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 ㈱滝川振興公社 120 空知 滝川市民ゴルフ場

13
子育てサロンありす
ハロウィンパーティー

本学プレイルーム 本学コミュニティカレッジセンター 30 コミュニティカレッジセンター

16 江部乙丘陵地フットパス フルーツの丘 江部乙丘陵地ファンクラブ事務局 - 市内 江部乙丘陵地ファンクラブ事務局

16 第14回マツオ杯争奪クローズ大会 大会 コカ・コーラパークフィールド72 滝川市パークゴルフ協会 70 滝川市パークゴルフ協会

16 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 - 空知 北空知バドミントン協会

21～23 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・２体育館 滝川バスケット連盟 - 空知 滝川バスケット連盟

22 フリーマーケット 催事 道の駅たきかわ 道の駅たきかわ - 全道 道の駅たきかわ

22～23 滝川市民文化祭　展示部門・芸能部門 催事 滝川市市民交流プラザ 滝川市民文化祭実行委員会 1,100 市内 滝川市社会教育課

23 リブラーン講演会 催事 ホテル三浦華園 （一財）滝川生涯学習振興会 250 空知 （一財）滝川生涯学習振興会

23 ラストコール杯 大会 滝川市民ゴルフ場 ㈱滝川振興公社 60 空知 滝川市民ゴルフ場

24 ハロウィン政策 催事 街なかひろばく・る・る NPO法人空知文化工房 ５組10名 空知 街なかひろばく・る・る

29 令和４年度滝川市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 - 市内 滝川市スポーツ少年団

30 第42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 市内 滝川ママさんバレーボール連盟

30 江部乙丘陵地フットパス 丸加高原伝習館 江部乙丘陵地ファンクラブ事務局 - 市内 江部乙丘陵地ファンクラブ事務局

上旬 キャンプ場一般公開イベント 催事 そらぷちキッズキャンプ （公財）そらぷちキッズキャンプ 100 全国 （公財）そらぷちキッズキャンプ

中旬 篠原杯 大会 コスモスパーク場 滝川コスモスパークゴルフ協会 30 滝川コスモスパークゴルフ協会

中旬～下旬 大収穫祭 催事 道の駅たきかわ 道の駅たきかわ - 市内 道の駅たきかわ

下旬 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

下旬 クローズ杯 大会 コスモスパーク場 滝川コスモスパークゴルフ協会 30 滝川コスモスパークゴルフ協会

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 100 全道 國學院大學北海道短期大学部

～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

10 月

９
月

10
月



3 道新杯北海道中学校選抜卓球大会滝川支部予選会 大会 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川卓球連盟 130 空知 滝川卓球連盟事務局

3 第49回たきかわ農業まつり 催事 滝川市農村環境改善センター たきかわ農業まつり実行委員会 2,000 空知 JAたきかわ営農部

3 全道U17フットサル選手権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 100 空知 北空知地区サッカー協会

6 納会コンペ 大会 滝川市民ゴルフ場 ㈱滝川振興公社 60 空知 滝川市民ゴルフ場

9～11/17 滝川市児童生徒作品展 催事 滝川美術自然史館 滝川市教育振興会 1,200 市内 滝川美術自然史館

12 滝川市環境シンポジウム 会議 滝川高等学校 滝川高等学校 500 市内 滝川高等学校

12 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 滝川テニス協会 20 市内 滝川テニス協会

12 第30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体育館 滝川ソフトテニス連盟 - 空知 滝川ソフトテニス連盟

13 第52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 滝川卓球連盟事務局

13 全道フットサル選手権U-15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 - 空知 北空知地区サッカー協会

17 子育てサロンありす　人形劇を楽しもう 本学プレイルーム 本学コミュニティカレッジセンター 30 コミュニティカレッジセンター

19 滝川地図写真ワークショップ 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

19 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

19～20 全道フットサル選手権U15道央ブロック予選 大会 滝川市スポーツセンター第１・２体育館 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

26 第13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１・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

27 22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 全道 滝川ママさんバレーボール連盟

27 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 - 空知 北空知バドミントン協会

28 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 ５組10名 空知 街なかひろばく・る・る

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ほか 50 市内 滝川市社会福祉協議会

上旬 International Communicaition 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 100 全道 國學院大學北海道短期大学部

中旬 滝川市環境市民大会 催事 滝川高等学校 滝川市ほか 500 市内 滝川市くらし支援課

下旬 NPO研修会 催事 まちづくりセンターみんくる NPO法人空知文化工房 20 空知 まちづくりセンターみんくる

3 サイエンスデー 催事 滝川高等学校 滝川高等学校 400 空知 滝川高等学校

4 滝川バドミントン協会小学生全道大会 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 250 全道 滝川バドミントン協会

4 北空知冬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 - 空知 北空知バドミントン協会

9～10 滝川駐屯地クリスマスコンサート 催事 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川自衛隊 - 市内 滝川自衛隊

10 幼保限定ミニ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 全道 國學院大學北海道短期大学部

10 北海道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体育館 滝川ソフトテニス連盟 - 市内 滝川ソフトテニス連盟

11 YONEXCUP第61回北海道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 北海道ソフトテニス連盟 120 全道 北海道ソフトテニス連盟

15 子育てサロンありす　クリスマス会 本学プレイルーム 本学コミュニティカレッジセンター 30 コミュニティカレッジセンター

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

17 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

18 第30回スポーツフェスティバル市民ソフトテニス大会一般の部 大会 滝川市スポーツセンター第１・２体育館 滝川ソフトテニス連盟 - 市内 滝川ソフトテニス連盟

19 お正月製作 催事 街なかひろばく・る・る NPO法人空知文化工房 ５組10名 空知 街なかひろばく・る・る

24 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 30 市内 B&G滝川海洋クラブ

25 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

25～2/12 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

11 月

12 月

11
月

12
月



27 ケンコーカップ第44回北海道中学生団体対抗ソフトテニス大会男子の部 大会 滝川市スポーツセンター第１・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

28 ケンコーカップ第44回北海道中学生団体対抗ソフトテニス大会女子の部 大会 滝川市スポーツセンター第１・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

上旬 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 10 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 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 200 全道 國學院大學北海道短期大学部

下旬～1月下旬 カレンダーリサイクル 催事 滝川市立図書館 滝川市立図書館 150 空知 滝川市立図書館

クリスマスイベント「本のギフトボックスをつくろう！」 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

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 滝川市農村環境センター 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

7 YONEXCUP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 - 市内 滝川ソフトテニス連盟

7or上旬 令和５年滝川消防出初式 催事 滝川消防署庁舎前 滝川消防署 200 市内 滝川消防署警防課

8 滝川市成人式 催事 未定 滝川市教育委員会 300 市内 滝川市社会教育課

12 子育てサロンありす　節分ごっこ 本学プレイルーム 本学コミュニティカレッジセンター 30 コミュニティカレッジセンター

14～15 第38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

16 節分製作 催事 街なかひろばく・る・る NPO法人空知文化工房 ５組10名 空知 街なかひろばく・る・る

18 初等教育研究会 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 100 全国 國學院大學北海道短期大学部

21 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

22 令和４年度空知支部高校新春フットサル大会 大会 滝川市スポーツセンター第１・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

28 滝川中学生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１体育館 滝川ソフトテニス連盟 - 空知 滝川ソフトテニス連盟

29 江部乙丘陵地フットパス 丸加高原伝習館 江部乙丘陵地ファンクラブ事務局 - 市内 江部乙丘陵地ファンクラブ事務局

29 北空知新春中学フットサル大会 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

29 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 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 10 空知 まちづくりセンターみんくる

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

下旬 節分ロールケーキ講座 催事 まちづくりセンターみんくる NPO法人空知文化工房 10 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

4 全道８フットサル選手権U14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 100 空知 北空知地区サッカー協会

5 第７回スーパースポーツゼビオカップインドアテニストーナメント 大会 滝川市スポーツセンター第１・２体育館 滝川テニス協会 20 全道 滝川テニス協会

6 紙袋ランターン製作 催事 街なかひろばく・る・る NPO法人空知文化工房 ５組10名 空知 街なかひろばく・る・る

9 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

11 第２回滝川市バレーボール協会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42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 滝川バレーボール協会 100 空知 滝川バレーボール協会

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

12 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

12 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体育館 滝川バドミントン協会 150 市内 滝川バドミントン協会

１ 月

２ 月

12
月

１
月

２
月



16 子育てサロンありす　ひなまつりごっこ 本学プレイルーム 本学コミュニティカレッジセンター 30 コミュニティカレッジセンター

18 第21回たきかわ紙袋ランターンフェスティバル 催事 未定 たきかわ紙袋ランターンフェスティバル実行委員会 10,000 全道 （一社）たきかわ観光協会

19 バレーボール審判講習会 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

19 第32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 空知 滝川バドミントン協会

25～26 第24回滝川ライオンズ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 滝川バスケット連盟 - 空知 滝川バスケット連盟

26 社会人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

27 ひな飾り製作 催事 街なかひろばく・る・る NPO法人空知文化工房 ５組10名 空知 街なかひろばく・る・る

上旬 紙袋ランターン製作体験 催事 まちづくりセンターみんくる NPO法人空知文化工房 10 空知 まちづくりセンターみんくる

下旬 紙袋ランターン展示 催事 まちづくりセンターみんくる NPO法人空知文化工房 - 空知 まちづくりセンターみんくる

下旬 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 滝川ライオンズクラブ - 空知 滝川バスケットボール連盟

未定 中空知農業委員会協議会会長・事務長会議 会議 未定 中空知農業委員会協議会 20 空知 滝川市農業委員会事務局

3～5 全道シニアフットサルオープン大会 大会 滝川市スポーツセンター第１・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
4 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

4～5 全道シニアフットサルオープン大会 大会 滝川市スポーツセンター第１・２体育館 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

5 江部乙丘陵地フットパス 丸加高原伝習館 江部乙丘陵地ファンクラブ事務局 - 市内 江部乙丘陵地ファンクラブ事務局

5～12 はる展 催事 滝川美術自然史館 滝川美術自然史館ほか 400 空知 滝川美術自然史館

11～12 第一種剣道審査会 催事 滝川市スポーツセンター第２体育館 滝川剣道連盟 300 全道 滝川剣道連盟

16 子育てサロンありす　絵本を楽しもう 本学プレイルーム 本学コミュニティカレッジセンター 30 コミュニティカレッジセンター

18～19 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 滝川バスケット連盟 - 市内 滝川バスケット連盟

19 令和３年度卒業証書授与式 國學院大學北海道短期大学 國學院大學北海道短期大学 - 國學院大學北海道短期大学

19 社会人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

25 第６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 全道 國學院大學北海道短期大学部

26 第３回シニア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１・２体育館 滝川ソフトテニス連盟 - 空知 滝川ソフトテニス連盟

初旬 はる展 滝川市美術自然史館 本学コミュニティカレッジセンター - コミュニティカレッジセンター

上旬 滝川市民公開講座 催事 市内ホテル 滝川薬剤師会 100 市内 滝川薬剤師会学術教養部会

上旬 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

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ほか 150 空知 滝川市社会福祉協議会

下旬 みんくるアクション 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

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２階会議室 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２階会議室 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 滝川バドミントン協会総会 会議 滝川市まちづくりセンターみんくる 滝川バドミントン協会 30 市内 滝川バドミントン協会

火・木・土・日 4～10月　滝川陸上クラブ練習（小学生） 滝川市陸上競技場 滝川市陸上競技協会 30 市内 滝川陸上競技会

未定 第33回滝川市歳末たすけあい赤い羽根歌謡大会 催事 未定 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

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「あ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

３ 月

定例開催 及び 時期未定

２
月

３
月


