
中止 延期 実施

【総務部】

「東御の日」記念式典 総務課 10月3日 中央公民館 100人 ○ 規模を縮小して実施

【企画振興部】

コロッケコンサート2022 9月17日 東御市文化会館 750人 ○
主催者：東御市文化会館（Js文化フォーラム）
感染対策を講じて実施

出張出前コンサート
8月11日
9月25日

北御牧公民館
滋野コミュニティセンター

50人 ○ ○
主催者：東御市文化会館（Js文化フォーラム）
北御牧：延期
滋　野：実施予定

「音の形」
手工芸楽器展＆コンサート

10月1日
～10月16日

東御市文化会館 1,500人 ○
主催者：東御市文化会館（Js文化フォーラム）
入場者数を制限、感染対策を講じて実施

家族草子2022　東御公演 10月1日 東御市文化会館 500人 ○
主催：有限会社森浩美事務所（後援：東御市）
入場者数を制限、感染対策を講じて実施

丸山晩霞記念館常設展
「郷愁の画家・丸山晩霞Ⅱ」

7月２日
～10月10日

丸山晩霞記念館 200人 ○ 同時入館者数を制限、感染対策を講じて実施

丸山晩霞記念館企画展
「信州の山岳（仮称）」

10月29日
～12月25日

丸山晩霞記念館 2,000人 ○ 同時入館者数を制限、感染対策を講じて実施

梅野記念絵画館特別企画展
「夢の造形化　伊藤久三郎の
世界」

9月10日
～11月27日

梅野記念絵画館 2,000人 ○ 同時入館者数を制限、感染対策を講じて実施

梅野記念絵画館　企画展
「東信濃工芸作家展vol7」

9月10日
～10月16日

梅野記念絵画館
（ふれあい館）

1,000人 ○ 同時入館者数を制限、感染対策を講じて実施

梅野記念絵画館　企画展
「堀田光彦展 Empathy」

10月29日
～11月27日

梅野記念絵画館
（ふれあい館）

200人 ○ 同時入館者数を制限、感染対策を講じて実施

火のアートフェスティバル２０
２２

10月8日、9日 芸術むら公園 10,000人 ○
感染対策を講じて実施
感染状況によって縮小を検討

天空の芸術祭
10月８日

～11月6日
北御牧公民館

海野宿
500人 ○

感染対策を講じて実施
感染状況によって縮小を検討

総合体育大会 10/2 市内体育施設ほか 2,000人 ○
主催：実行委員会（事務局：東御市スポーツ協会）
感染対策を講じて実施

市民登山 10/16 王ヶ鼻ほか 40人 ○

ボルダリング体験会 10/22 田沢地区国有林内 20人 ○
主催：東御市スポーツ推進委員
感染状況によっては中止

地域づくり懇談会
10月4日

～10月20日
各地区公民館 各50人 ○

感染対策を講じて実施
田中地区10/4、滋野10/12、祢津10/13、
北御牧10/14、和10/20

大田区ふれあい広場 10月15日、16日 大田区蒲田駅 20人 ○
市長登壇イベント中止
職員、物販員（JA、振興公社）参加

各種団体球技大会 10月27日 海野マレットゴルフ場 70人 ○ 感染対策を講じて実施

【市民生活部】

秋の全国交通安全運動　交
通指導所

9月21・30日
田中交差点、島川原
交差点、IC南交差点

1日あたり
60人程度

○ 感染症対策を講じて実施

交通少年団　視察研修 10月30日 上田市 15人 ○ 感染症対策を講じて実施

東御市女性団体連絡協議会
40周年のつどい

9月17日 中央公民館講堂 50人 ○
主催者：女性団体連絡協議会
感染症対策を講じて実施

第２回人権セミナー 9月22日 中央公民館講義室 50人程度 ○ 感染症対策を講じて実施

男女共同参画まちづくり地区
懇談会（田中地区）

10月6日 中央公民館講義室他 50人程度 ○
主催者：男女共同参画推進会議
感染症対策を講じて実施

人権啓発学習会（北御牧地
区）

10月12・13・18日 北御牧公民館 各回15人程度 ○ 感染症対策を講じて実施

市長と語る車座ミーティング 10月14日 中央公民館学習室他 25人程度 ○
女性団体連絡協議会
感染症対策を講じて実施

市長と語る車座ミーティング 10月18日 中央公民館講堂他 10人程度 ○
女性共同参画推進委員会
感染症対策を講じて実施

男女共同参画まちづくり地区
懇談会（北御牧地区）

10月27日 北御牧公民館 50人程度 ○
主催者：男女共同参画推進会議
感染症対策を講じて実施

主なイベント・行事の対応方針（令和4年9月14日現在）
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中止 延期 実施

【健康福祉部】

保育園うんどう参観日 子育て支援課 9月30日 各保育園 各園200人 ○ 年齢ごとに参観時間を決めて実施

金婚祝賀式 9月15日 サンテラスホール 100人 ○
感染対策を講じて実施予定
9月上旬の感染状況で最終判断

敬老祝賀訪問 9月21日～22日 該当者宅 40軒 ○
感染対策を講じて実施予定
9月上旬の感染状況で最終判断

健康づくり講演会 健康保健課 10月14日 中央公民館 100人 ○ 感染症対策を講じて実施

【産業経済部】

東御ワインフェスタ2022
６次産業化推進

室
9月3日 ラヴェリテ前駐車場 2,000人 ○ とうみワインクラブが主催

巨峰の王国「収穫祭」2022
4月1日～
10月16日

東御市内一円 2,500人 〇 実行委員会主催（市事務局）

第30回巨峰の王国まつり
9月23日
　　24日

東御中央公園一帯
（主会場：武道館前地

駐車場）
20,000人 ○

実行委員会主催（市事務局）
規模縮小及び感染対策を講じて開催
感染リスクが高いイベントや参加者に不安を与え
る恐れのある催しは中止とし、食品の提供ルール
や会場での制限を強化して開催する。（会場内で
の飲食禁止）
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