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美濃加茂市政記者クラブ 各位 

美濃加茂市 
経営企画部 秘書広報課 

 
 

新型コロナウイルス感染症への対応方針について（第２報） 

 
■一部公共施設の臨時休館について 
 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、市民協働部が所管する次の施設

を臨時休館させていただきます。 
 
・休館期間 令和２年３月３日（火）から３月１５日（日）まで 
※月曜日が休館日の施設は１６日（月）まで 
 
・休館施設 
〇生涯学習課所管施設 
生涯学習センター、太田交流センター、上古井交流センター、山之上交流セン

ター、蜂屋交流センター、加茂野交流センター、伊深交流センター、三和交流

センター、下米田交流センター、牧野交流センター、中央図書館（北部分室含

む）、東図書館、文化会館（確定申告業務は除く）※連絡所業務は通常どおり 
〇スポーツ振興課所管施設 
プラザちゅうたい（トレーニングルーム・弓道場含む 、西体育館、各グラウ

ンド 、各テニスコート） 
〇文化振興課所管施設 
みのかも文化の森 （教育センターは除く） 

※１６日以降については、決まり次第お知らせします。 
◎問い合わせ 
 市民協働部長 山田尚樹（０５７４－２５－２１１１ 内線３０２） 
 
 
■イベントの中止・延期の状況について（令和２年３月２日午後３時現在） 
※中止・延期が決定している講座やイベント等については、別紙のとおりです 
◎問い合わせ 
 秘書広報課長 高田 明（０５７４－２５－２１１１ 内線２３５） 



開催予定日 講座・イベント名 中止・延期状況 課名（実施主体）

栄養教室 中止 健康課

マタニティヨガ 中止 健康課

3月3日(火)、17日
(火)、27日(火)

カルチャー講座　ギター 中止 文化会館

3月3日(火)、6日
(金)、10日(火)、

13日(金)

あじさい子育てひろば（サンサン
ルーム）

中止 健康課

3月4日(水) 歯周病予防教室 中止 健康課
3月4日(水)、10日

(火)
９か月児すくすく相談 中止 健康課

市民ゴルフ大会 中止 スポーツ振興課

育児相談 中止 健康課

ゲートキーパー養成講座 中止 健康課

3月5日(木)、8日
(日)、12日(木)、

15日(日)
わくわく体験館　トンボ玉基礎講座 中止 環境課（可茂衛生施設利用組合）

3月5日(木)、12日
(木)、19日(木)、

26日(木)
カルチャー講座　親子リトミック 中止 文化会館

3月6日(金) ダンボールコンポスト講習会 中止 環境課

3月7日(土)、14日
(土)、21日(土)

楽習ひろば(生涯学習センター/牧野
交流センター/加茂野交流センター)

中止 生涯学習課

にじのおはなし広場 中止または延期 東図書館

おはなしランド 中止または延期 中央図書館

3月7日(土)、14日
(土)、21日(土)、

28日(土)

①イベントの中止・延期状況

3月5日(木)

3月3日(火)



3月7日(土)、14日
(土)、21日(土)

カルチャー講座　ドラム 中止 文化会館

消防ふれあいコンサート 中止
防災安全課

（美濃加茂市消防音楽隊）

かも丸とかも美のいきいきマルシェ 中止
地域振興課

かも丸とかも美の男女共同参画の会
（美濃加茂市+加茂郡7町村）

春のお茶会 延期
産業振興課

（中山道会館）

もうすぐパパ・ママ教室 中止 健康課

3月10日(火)
キャリアデザイン＋
女性応援セミナー

中止
地域振興課

（美濃加茂女性活躍センターRe:Ola）

3月10日(火)～25日
(水)の開催分

高齢者の健康教室 中止 福祉課

まちづくり協議会「まちカツ発表会」 中止または延期 まちづくり課

なかよし教室 中止 健康課

おひざでごろごろ 中止または延期 中央図書館
離乳食教室（おでかけ保健室inあま
ち）

中止 健康課

2歳児歯みがき教室 中止 健康課

ドリームコンサート 中止 生涯学習課（文化会館）

育児相談 中止 健康課

3月14日(土) ジュニアテニス教室 中止 スポーツ振興課

講演会～漫画の歴史～ 延期
産業振興課

（中山道会館）

森のようちえん 中止 農林課

3月18日(水) ぱくぱく食育教室 中止 健康課

第203回　森の朗読会 中止 文化振興課

津田左右吉博士記念館　お茶会 中止 文化振興課（和の学校）

3月21日(土)、22日
(日)

夕雲の城フェス 中止
文化振興課

（美濃加茂市、坂祝町、富加町）

3月22日(日) 少年少女合唱団　演奏会 延期 文化会館

3月8日(日)

3月15日(日)

3月21日(土)

3月11日(水)

3月12日(木)

3月13日(金)



3月26日(木)
女子力ＵＰ講座「顔タイプ診断で分
かる似合う服の選び方」

中止
地域振興課

（美濃加茂女性活躍センターRe:Ola）

3月27日(金) 女性のためのマネー講座 中止
地域振興課

（美濃加茂女性活躍センターRe:Ola）

3月28日(土)
ライフリーソーシャルウォーキング
in美濃加茂

中止 経営企画部 健康増進担当

3月28日(土)、29日
(日)

酒蔵開放 中止
産業振興課

（御代桜醸造）
4月4日(土)、5日

(日)
東海環状自動車道開通イベント 延期

産業振興課
（NEXCO中日本）

4月5日(日) サイクルロゲイニング 中止
産業振興課

GTBC（Gifu Tono Bicycle Club）

4月11日(土)
ノルディックウオーキング体験会in
ウオークみのかも

中止 スポーツ振興課

4月18日(土)
日本バレーボール「ウルフドッグス
名古屋」の選手によるバレーボール
教室

中止
スポーツ振興課

（ライオンズクラブ）

開催日 講座名など 休止・延期状況 課名（実施主体）
毎週水曜日
毎週土曜日

外国人向けの日本語教室 延期
ＮＰＯ法人美濃加茂国際交流協会

（市の委託事業）
太田地区：毎週水・

金
古井地区：毎週火・

木

外国人児童生徒放課後学習支援
（ＭＩＲＡＩ教室）

延期
ＮＰＯ法人美濃加茂国際交流協会

（市の委託事業）

日中：毎週月・金曜
日

夜間：毎週火曜日
外国人向けの日本語レッスン 延期 地域振興課 多文化共生係

常時 かも丸とかも美着ぐるみ貸出 休止 地域振興課
毎週月・水・金 健康ステーション 休止 健康課

3月開催分 ちゅうたいクラブ（全15種目） 中止 スポーツ振興課

毎週水曜日
みのかもきらきらエコハウス
（資源回収）

中止 環境課

②常時開催講座などの中止・延期状況


	0302：新型コロナウイルス関連第二報
	0302：web用新型コロナウイルス中止・延期状況【3月2日15時現在】（プレス用）
	イベントなど


