
1 中止 2月25日～3月末（計10回） 青少年相談員による巡回活動 市内の大型商業施設等 生涯学習課

2 中止 2月27日(木)～3月31日(火) シルバーリハビリ体操教室 市内34会場 介護保険課

3 中止 2月27日(木)～3月31日(火) にこにこ体操教室 市内9会場 介護保険課

4 中止 2月27日（木） 公立下妻保育園　卒園思い出遠足 子育て支援課

5 中止 2月27日（木） コンディショニング社会実験説明会 市立図書館 都市整備課

6 中止 2月28日（金） 上妻幼稚園図書館見学 市立図書館 市立図書館

7 中止 2月28日（金）～3月31日(火) 「福祉センター砂沼荘」開催の全ての講座 砂沼荘 社会福祉協議会

8 中止 2月28日（金）～3月31日(火) 「コミュニティカフェぷらっとほーむ」開催の全ての講座 ぷらっとほーむ 社会福祉協議会

9 中止 2月28日（金）～3月31日(火) スクエアステップアップの教室 全会場 社会福祉協議会

10 中止 2月29日（土） 生活支援体制整備事業　地域づくり講演会 市立図書館 介護保険課

11 中止 2月29日（土） 下妻市ふるさと博物館「ひなに魅せられて」　※コンサート中止 ふるさと博物館 生涯学習課

12 中止 2月29日（土） 下妻市近隣中学校バドミントン大会 下妻中学校、東部中学校 生涯学習課

13 中止 3月1日（日） 下妻市訪問型家庭教育支援事業「親子料理教室」 千代川公民館 生涯学習課

14 中止 3月2日（月）～31日（火） 子育て支援センター あうるくらぶ、出張型あうるくらぶ、もみの木ふれあいひろば 子育て支援課

15 中止 3月3日(火) 認知症予防音楽ケア体操＆シナプソロジー ぷらっとほーむ、砂沼荘 介護保険課

16 中止 3月3日(火)、10日(火)、17日(火)、24日(火) 親子遊び教室 リフレこかい 社会福祉協議会

17 中止 3月4日（水） 遊びの交流会 保健センター 保健センター

18 中止 3月5日(木)、17日(火) オレンジカフェしもつま（認知症カフェ） 砂沼荘、千代川公民館 介護保険課

19 中止 3月6日(金) 行政相談 千代川公民館 秘書課

20 中止 3月8日（日） 買い物お助け隊事業 商工観光課

21 中止 3月8日（日） 鬼怒川フラワーライン草取り交流会 鬼怒フラワーライン（鬼怒川左岸大形橋上流河川敷） 都市整備課

22 中止 3月8日（日） 砂沼をきれいにする運動 砂沼周辺 生涯学習課

23 中止 3月8日（日） 青龍楽校「ポピーの草取り交流会＆閉校式」 鬼怒フラワーライン（鬼怒川左岸大形橋上流河川敷） 生涯学習課

24 中止 3月8日（日） 子ども映画会 市立図書館 市立図書館

25 中止 3月10日（火） 公立きぬ保育園　卒園思い出遠足 子育て支援課

26 中止 3月10日(火)、25日(水)、27日(金) 脳活いきレクリエーション教室（シナプソロジー） 大宝公民館、高道祖市民センター、リフレこかい 介護保険課

27 中止 3月10日（火） 元気アップ教室 保健センター 保健センター

28 中止 3月12日（木） 在宅医療・介護連携推進事業　下妻市・八千代町医療連携セミナー 下妻市役所第２庁舎 介護保険課

29 中止 3月12日（木） 献血 下妻市役所本庁舎 保健センター

30 中止 3月14日(土) 下妻市障害者理解促進研修会・啓発事業講演会「きょうだい児や家族について考える会」 市立図書館 福祉課
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31 中止 3月14日（土） 小貝川ふれあい公園除草作業 小貝川ふれあい公園花畑 都市整備課

32 中止 3月14日（土） おはなしの花たば 市立図書館 市立図書館

33 中止 3月15日（日） いいな下ツアー２０２０ 商工観光課

34 中止 3月15日（日） まちなかリノベーションピクニック 砂沼周辺 都市整備課

35 中止 3月18日(水) 男性のための簡単脳トレ・筋トレ 砂沼荘 介護保険課

36 延期 3月18日(水)他10回 コンディショニング社会実験 都市整備課

37 中止 3月18日（水） あかちゃんのためのおはなし会 市立図書館 市立図書館

38 中止 3月19日(木) しもつまウオーク 砂沼広域公園 保健センター・生涯学習課

39 中止 3月19日(木) ほぺたん食堂 Waiwaiドーム 社会福祉協議会（協力）

40 中止 3月21日(土) ふれあい食堂 ギャラリー古径 社会福祉協議会（協力）

41 中止 3月22日(日) 「公共施設マネジメントセミナー」　 市立図書館 財政課

42 中止 3月22日（日） にちようびのおはなし会 市立図書館 市立図書館

43 中止 3月24日(火)～27日(金) 子供の運動パフォーマンス向上プログラム「放課後プレイパーク」 Waiwaiドームしもつま他 都市整備課

44 中止 3月26日（木） えいごでおはなし会 市立図書館 市立図書館

45 中止 3月27日(金) 行政相談 下妻市役所本庁舎 秘書課

46 中止 3月27日(金) ひまわり会 リフレこかい 社会福祉協議会

47 中止 3月28日（土） 図書館映画会 市立図書館 市立図書館

48 中止 3月29日（日） 子ども映画会春休み特別上映会 市立図書館 市立図書館

49 中止 4月1日(水)、4月7日(火) 脳活きいき音楽教室 砂沼荘 介護保険課

50 中止 4月1日(水)～4月30日(木) シルバーリハビリ体操教室  市内34会場 介護保険課

51 中止 4月2日(木)、4月21日(火) オレンジカフェしもつま(認知症カフェ) 砂沼荘、千代川公民館 介護保険課

52 中止 4月4日(土) 下妻市庁舎建設基本設計(案)市民説明会 市立図書館 財政課

53 中止 4月4日(土)～4月12日(日) 貸しギャラリー「フォトクラブ歩」写真展 ふるさと博物館 ふるさと博物館 

54 中止 4月5日(日) 第49回下妻砂沼桜まつり 砂沼周辺 商工観光課

55 中止 4月7日(火) 元気アップ教室 下妻保健センター 保健センター

56 中止 4月10日(金) 行政相談 下妻公民館 秘書課

57 中止 4月11日(土) おはなしの花たば 市立図書館 市立図書館

58 中止 4月12日（日） 第14回多賀谷時代まつり 多賀谷城跡公園 商工観光課

59 中止 4月12日（日）  子ども映画会 市立図書館 市立図書館

60 中止 4月13日(月)～4月16日(木) セット健診 下妻保健センター、千代川公民館 保健センター

61 中止 4月16日(木) しもつまウォーク 砂沼遊歩道 保健センター

62 中止 4月18日(土)～4月25日(土) 狂犬病予防注射  大木農村集落センター　他 生活環境課

63 中止 4月25日(土) 図書館映画会 市立図書館 市立図書館
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64 中止 4月26日(日) にちようびのおはなし会 市立図書館 市立図書館

65 中止 4月26日(日)～5月3日(日) 第77回為桜野球大会 柳原球場 他 生涯学習課

中止 5月上旬 緑のカーテン普及事業（ゴーヤの苗無料配布） 本庁舎南側花壇前 生活環境課

66 中止 5月1日～当面の間 にこにこ体操教室 市内8会場 介護保険課

67 中止 5月1日～当面の間 脳活きいき音楽教室 市内3会場 介護保険課

68 中止 5月1日～当面の間 シルバーリハビリ体操教室 市内34会場 介護保険課

69 中止 5月1日～当面の間 オレンジカフェしもつま(認知症カフェ) 砂沼荘、千代川公民館 介護保険課

70 中止 5月11日(月)～5月29日(金) 集団健診 下妻保健センター、千代川公民館 保健センター

71 中止 5月17日(日) 第29回花とふれあいまつり 鬼怒フラワーライン（鬼怒川左岸大形橋上流河川敷） 商工観光課

72 中止 5月17日(日) 第24回鬼怒川流域交流Ｅボート大会 鬼怒フラワーライン（鬼怒川左岸大形橋上流河川敷） 商工観光課

73 中止 5月19日(火) 元気アップ教室 下妻保健センター 保健センター

74 中止 5月21日(木) しもつまウォーク 下妻保健センター 保健センター

75 中止 5月24日(日) 小貝川フラワーフェスティバル2020 小貝川ふれあい公園 商工観光課

76 中止 5月24日(日) 小貝川花火打ち上げ事業 小貝川ふれあい公園 商工観光課

77 中止 5月31日(日) 市民清掃デー 生活環境課

78 中止 6月1日(月) 集団健診 下妻保健センター 保健センター

中止 6月9日(火) 元気アップ教室 下妻保健センター 保健センター

中止 6月18日(木) しもつまウォーク 砂沼遊歩道 保健センター

中止 7月 大人のための英会話教室 千代川公民館 指導課

中止 7月10日(木) しもつまウオォーク 砂沼遊歩道 保健センター

79 中止 7月11日(土) 第30回　鬼怒川・小貝川クリーン大作戦 鬼怒川・小貝川流域 建設課

80 中止 7月下旬 ふるさとまつり連合渡御 下妻市役所千代川庁舎前 商工観光課

81 中止 8月 下妻まつり　千人おどり・砂沼の花火大会 砂沼新田・砂沼湖畔 商工観光課

中止 8月 大人のための英会話教室 千代川公民館 指導課

中止 8月上旬 エコネット塾研修会 生活環境課

中止 8月20日(木) しもつまウォーク 下妻公民館 保健センター

中止 9月17日(木) しもつまウォーク 下妻保健センター 保健センター

82 中止 10月30日(金)～11月1日(日) 文化祭 市立総合体育館、千代川公民館 生涯学習課

83 中止 11月15日(日) 砂沼マラソン大会 砂沼広域公園 生涯学習課


