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生涯学習カレンダー

1

月号

＊教育委員会生涯学習係で把握している範囲内で記述しています。
また、ここで紹介している行事等は予定です。参加や申込の際は事前にお問い合わせ下さい。
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5日

13日 ( 金 )

厚岸町成人式

(木 )

【問合せ】 教委生涯学習課 ／ 生涯学習係

℡ 67-7700

【場所】 真龍小学校（体育館）
【時間】 １３：００～
【内容】 記念式典 ／ アトラクション ／ ティーパーティー など
＜主催＞ 厚岸町成人式実行委員会
【対象】 平成8年4月2日～平成9年4月1日生まれの方

6日

(金 )

℡ 52-3131

【場所】 木工センター
【時間】 ９：３０～１５：３０
【内容】 「動物パズル」や「組木」、「干支の置物」などが作れます
（冬休みの工作づくりにも利用できます）
＜期間＞１月６日(金)～１月３１日(火)まで
（月曜日及び祝日の翌日を除く）
【対象】 子どもと親、又は子どもとおじいちゃん、おばあちゃん等
Ｂ５サイズの板まで無料提供します （それ以上は個人負担）
【申込】 林政係、又は木工センター（52-3451）まで
希望日を決めて、希望日の3日前までに申し込んで下さい

7日

子ども映画会

(土 )

【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）

【時間】 １３：３０～

【対象】 幼児～大人まで（無料）

9日

(月 )

厚岸映画をみる会上映会
℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）

【時間】 ①１０：３０～
②１３：３０～
③１６：００～
【内容】 上映作品 『犬に名前をつける日』 (約1１0分)
主催：厚岸映画をみる会
【対象】 大人（500円）、中学生以下（無料）

冬休み 親子の食育教室

【問合せ】 保健福祉課 ／ 健康づくり係

ネイパルクラブ ”すぽなび”

【問合せ】 ネイパル厚岸

絵本のひろば

【問合せ】 保健福祉課 ／ 子育て支援ｾﾝﾀｰ

℡ 52-1151

【場所】 ネイパル厚岸ほか
【内容】 体力・運動能力をＵＰ！様々な運動やスポーツを体験しよう
第４回目１／１４ （土） ～ １５ （日） 1泊2日
【対象】 小学３年～６年生 ３０人 （会員制）

14日 ( 土 )

子ども技能木工ふれあい教室

【問合せ】 教委 ／ 指導室

℡ 52-3131

【場所】 生活改善センター
【時間】 ９：００～１４：００
【内容】 多目的イスの製作
豚汁、飲物が提供されます （おにぎり持参）
＜主催＞ 厚岸地方技能士会
【対象】 小学４・５・６年生（男女問わず） ２５人 参加無料
【申込】 終了しています

土曜おはなし会

【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （お話の部屋）
【時間】 １１：００ ～ １１：３０
【内容】 絵本の読み聞かせや紙芝居など楽しい世界がいっぱいです
【対象】 幼児～大人までみんなで楽しめます

14日 ( 土 )

名作映画鑑賞会

【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １３：３０～
【内容】 上映作品 『百万長者と結婚する方法』 （約９５分）
【対象】 一般 （無料）

℡ 53-3333

【内容】 ①１月１０日 (火) 福祉センター （１０：００～１４：００）
②１月１１日 (水) あみか２１
（１０：００～１４：００）
＜献立＞ ・オープンいなり ・鮭のちゃんちゃん焼風
・ヨーグルトサラダ ・とん汁 ・果物
【対象】 町内の小学生とその保護者 (材料費300円)
小学生だけの参加も可 ＊エプロン・三角巾持参
【申込】 終了しています

11日 ( 水 )

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １９：００～
【内容】 上映作品 『百万長者と結婚する方法』 （約９５分）
【対象】 一般 （無料）

14日 ( 土 )

【問合せ】 厚岸情報館

10日 ( 火 )

【問合せ】 厚岸情報館

14日 ( 土 )

冬の「親子工作月間」

【問合せ】 環境政策課 ／ 林政係

名作映画鑑賞会

15日 ( 日 )

親子で 「る る る」

【問合せ】 教委生涯学習課 ／ 生涯学習係

℡ 67-7700

【場所】 摩周湖、川湯温泉
【時間】 ８：００～１６：３０
【内容】 スノーシューでの森林散歩と温泉入浴。（ｽﾉｰｼｭｰで 「あ"る"
く」、昼食を 「食べ"る"」、温泉で 「温ま"る"」）
＜厚岸町地域子ども会育成連絡協議会主催事業＞
【対象】 小中学生の親子 （定員：２０人）
参加料：小学生以下500円／中学生以上1,000円
【申込】 終了しています

℡ 53-4337

【場所】 子育て支援ｾﾝﾀｰ (ｺｱぽんと内) 【時間】 １１：００ ～ １１：３０
【内容】 情報館の方が絵本や紙芝居の読み聞かせをしてくれます
また、お母さん向けの本の紹介や本の貸出しもしてくれます
【対象】 町内に住む就学前のお子さんと保護者

18日 ( 水 )

あかちゃん相談とブックスタート

【問合せ】 保健福祉課 ／ 健康づくり係

℡ 53-3333

【場所】 あみか２１
【時間】 ７ヶ月児 9:00～
【内容】 ・あかちゃんに関する相談
４ヶ月児 10:00～
・ブックスタート （読み聞かせ、絵本のお話と絵本等の配付）
＊絵本の配付は4ヶ月児が対象となります

20日 ( 金 )

【問合せ】 保健福祉課 ／ 子育て支援ｾﾝﾀｰ

℡ 53-4337

【場所】 あみか２１
【時間】 １１：００ ～ １１：３０
【内容】 情報館の方が絵本や紙芝居の読み聞かせをしてくれます
また、お母さん向けの本の紹介や本の貸出しもしてくれます
【対象】 町内に住む就学前のお子さんと保護者

21日 ( 土 )

ジュニア イングリッシュキャンプ

【問合せ】 ネイパル厚岸

℡ 52-1151

【場所】 ネイパル厚岸
【内容】 親子で楽しむ国際交流☆ 英語が苦手でも大丈夫！！
ＡＬＴとゆったり楽しくふれあおう♪
日程：１／２１(土)～１／２２(日) 1泊2日
【対象】 ５才～４年生と保護者 （定員 ３０組）

21日 ( 土 )

【時間】 １３：３０～

【対象】 幼児～大人まで（無料）

℡ 53-4337

【場所】 子育て支援ｾﾝﾀｰ (ｺｱぽんと内) 【時間】 １０：３０ ～ １１：００
【内容】 保健師への相談と身長、体重計測ができます
【対象】 町内に住む就学前のお子さんと保護者

遊びのひろば

【問合せ】 保健福祉課 ／ 子育て支援ｾﾝﾀｰ

℡ 53-4337

子育て支援ｾﾝﾀｰ (ｺｱぽんと内) 【時間】 １０：３０ ～
節分にちなんだ製作
町内に住む就学前のお子さんと保護者
１／２０ (金)まで

26日 ( 木 )

ヘルシー教室

【問合せ】 保健福祉課 ／ 健康づくり係

℡ 53-3333

【場所】 あみか２１
【時間】 １０：００～１４：００
【内容】 脂質異常症予防の講話と調理実習
＜献立＞・ご飯 ・沢煮椀 ・鮭ときのこの牛乳とろろ焼き
・刺身コンニャクの芥子味噌和え ・リンゴのコンポート
【対象】 一般成人 （材料費 300円） ＊エプロン・三角巾持参
【申込】 １／１９ （木）まで

26日 ( 木 )

厚岸町生きがい大学

【問合せ】 教委生涯学習課 ／ 生涯学習係

℡ 67-7700

【場所】 真龍小学校
【時間】 １０：００～１４：００
【内容】 真龍小学校３年生との交流／給食体験
【備考】 随時入学可能です。お気軽にお問い合わせください。

28日 ( 土 )
【問合せ】 厚岸情報館

氷ツルつる、ワカサギ釣り １

【問合せ】 ネイパル厚岸

℡ 52-1151

【場所】 塘路湖
【内容】 冬の寒さを楽しみながら塘路湖でワカサギ釣りを体験しよう！
【対象】 小学３年～中学３年、家族（定員６０名）

11日 ( 土 )

氷ツルつる、ワカサギ釣り ２

【問合せ】 ネイパル厚岸

℡ 52-1151

【場所】 塘路湖
【内容】 冬の寒さを楽しみながら塘路湖でワカサギ釣りを体験しよう！
【対象】 小学３年～中学３年、家族（定員６０名）

期間：１月１７日(火)～１月２２日(日)
場 所 ： 厚岸情報館２階会議室

すくすくひろば

【問合せ】 保健福祉課 ／ 子育て支援ｾﾝﾀｰ

【場所】
【内容】
【対象】
【申込】

(土 )

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）

25日 ( 水 )

4日

子ども映画会

【問合せ】 厚岸情報館

23日 ( 月 )
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【２月の行事等】

絵本のひろば

土曜おはなし会
℡ 52-2246

【場所】 情報館 （お話の部屋）
【時間】 １１：００ ～ １１：３０
【内容】 絵本の読み聞かせや紙芝居など楽しい世界がいっぱいです
【対象】 幼児～大人までみんなで楽しめます

各家庭、企業の不要カレンダーを集め
て配布します。
収集は１月１５日（日）までに厚岸情報館にお持ち
ください。
主 催 ： 本の森の住人
問合せ ： 事務局 ℡52-2246（厚岸情報館）

町内各施設・年末年始の休館日について
●本の森 厚岸情報館／分館
●海事記念館
●Ｂ＆Ｇ海洋センター
●木工センター
●水鳥観察館
●酪農ふれあい館
●あみか２１
●子育て支援センター
●子夢希児童館/友遊児童館
●真龍小学校一般開放
●社会福祉センタ－貸館業務
●ネイパル厚岸
●味覚ﾀｰﾐﾅﾙ コンキリエ
≪ 冬期休館の施設 ≫
●太田屯田開拓記念館
●郷土館
●温水プール
●北大附属博物館
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〃
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1月 5日）
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1月 3日）
1月 2日）

（11月16日 ～ 4月15日）
（
〃
）
（12月 1日 ～ 3月31日）
（11月 1日 ～ 4月30日）

＝ 町民文化祭芸能発表会 ＝
記録ビデオ貸出しのご案内
11月20日に開催された町民文化祭芸能発表会の記録ＤＶＤ
を本の森情報館にて貸し出しておりますのでご利用下さい。

－３－

＝＝生涯学習講座のお知らせ＝＝

筆あそびアート講座
仮名や漢字をデザイン化して「絵」として仕立
てる書道のアレンジです。
彩りを添えて文字を美しく、楽しく表現し文字
の魅力を楽しみます。

講 師 今村 幸代 氏
【日程】
①２月

４日（土）
②２月１１日（土）
③２月１８日（土）
毎回１３：３０～
１５：３０
【場所】 真龍小学校
【対象】 厚岸町民
【定員】１０人(先着順)
【受講料】 無 料
【締切り】１月２６日（木）まで

アート石けん講座
グリセリン石けんを溶かして自由にアレンジし、
オリジナルの石けんを作ります。

講 師 桂川 いずみ 氏
【日程】
①２月

４日（土）
②２月１１日（土）
毎回１０：００～
１１：３０
【場所】 真龍小学校
【対象】 厚岸町民
【定員】１０人(先着順)
【受講料】 無 料
【締切り】１月２６日（木）まで
【問合せ・申込み】教育委員会生涯学習係

期間・時間

２月１０日（金）～３月２４日（金）
毎週金曜日 全７回
２／１０・１７・２４
３／３・１０・１７・２４

町内各小中高等学校の主な行事等（１月）
【真龍小学校】
【真龍中学校】
17日：後期第2ｽﾃｰｼﾞ開始
5日：成人式 (吹奏楽部)
18日：街頭指導
17日：3学期始業式
18～25日：冬休み作品展
18･31日：図書館ﾊﾞｽ
19･26日：ALT (5年)
19･20日：定期ﾃｽﾄ (3年)
23･30日：ALT (6年)
23～27日：ALT
24日：読み聞かせ ／ ALT (3年) 24･31日：巡回指導
25日：租税教室 (6年)
25日：宿泊研修結団式
30･31日：真龍おはなし隊
26･27日：宿泊研修
図書ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
31日：ALT (2年)
【厚岸中学校】
10～13日：冬休み学習会
【厚岸小学校】
16日：登校日 (3年)
12･26日：図書館ﾊﾞｽ
17日：３学期始業式
17日：３学期始業式
ｳｲﾝﾀｰｶｯﾌﾟ (1･2年)
18～27日：冬休み作品展
17～20日：ALT
18･19日：登校指導
17･27日：図書館ﾊﾞｽ
20･27日：読み聞かせ
17･18･20･23･24･27･30･31日：
30日：床潭小との交流
放課後図書室開放
31日：新1年生1日入学
19･20日：学年末ﾃｽﾄ (3年)
20日：英語検定
【太田小学校】
30日：思春期講座 (1年)
11･25日：図書館ﾊﾞｽ
31日：思春期講座 (2年)
13日：学習ｻﾎﾟｰﾄ
PTA研修講演会
【太田中学校】
17日：3学期始業式
11･25日：図書館ﾊﾞｽ
18日～：校内書き初め展
17日：3学期始業式
19･23･25･30日：ｽｹｰﾄ教室
26･27日：定期ﾃｽﾄ (3年)
26･27日：冬休み体験発表会
30～2/3日：冬休み作品展
【高知小中学校】
5･6日：冬休み学習会 (中)
【床潭小学校】
12･13日：冬休み学習会 (中)
17日：３学期始業式／ALT (高)
13日：PTA新年会
17･19･24･26日：ｽｹｰﾄ教室
13･24日：図書館ﾊﾞｽ
17･27日：図書館ﾊﾞｽ
17日：3学期始業式
19･26日：放課後学習会
19･24･26･31日：ｽｹｰﾄ学習
23日：冬休み作品発表会
20日：英語検定／児童会
30日：厚岸小との交流会
20･27日：ALT (小)
30日：児童会
【翔洋高等学校】
30･31日：ALT (中)
12･26日：図書館ﾊﾞｽ
16日：調理師ｺｰｽ授業 (3年)
17日：全校集会
20日：英語検定
22日：全商簿記検定
28日：ﾆｭｰｽ検定
29日：危険物取扱者試験
地 域 で す す め る

あいさつ声かけ運動
Tel 67-7700

厚岸情報館パソコン講座
「ワードスキルアップコース」
内

容

・図形の作成、編集 ・写真の挿入 ・差し込み印刷（はがきの宛名印刷）などイ
ラストや写真が入ったリーフレットを作成できるようになります。
＊ワードを楽しく使いこなすことができる講座内容です！

【場所】本の森厚岸情報館コンピューター実習室 （OS：Windows8.1） 【講師】 Ｔ・Ｍパソコン教室代表 今井 敏明 氏
【定員】各８名 【受講料】 4,000円 （別途テキスト代が必要です） 【問合せ・申込み】 本の森厚岸情報館 ℡ 52－2246

【２月の行事等】

－４－

真龍小学校における車両の通行について（お願い）
通行止

真龍小学校では本来の学校教育活動に加え、生涯学習活動の拠点として講座や
サークル活動が行われており、時間帯により車両の通行が多くなっています。

真小看板

駐車場は児童の安全確保から「一方通行」となっております。
スクールバス運行の妨げにならないよう、所定の場所以外は駐車禁止となっています。

「最徐行」での通行をお願いいたします。

＊敷地内は

ビバ

講座を開設できる指導者を随時募集しております！！
お気軽にお問合わせ下さい。

まなviva厚岸
１月から新講座が開設します・・

『まなviva（ビバ）厚岸』は生涯学習施設としての機能を併せ持った真龍小学校を会場
に、通年で開設している講座です。
～初めての方は体験講座を受講できます～
【実施場所】真龍小学校

講座名

内

「ドルチェ みゅーじっく
すくーる」

ｎｅｗ

「カルトナージュ」

「三味線」
「陶遊」
～世界に一つの
心和む器を～

「福祉スポーツ入門」

「手結び着物着付」

容

開設日時／講師

音符の読み方やリズム等、音楽の基礎を楽しく学びます。
まずはキーボードを使ってドレミからチェレンジしてみませんか。
【受講料】 ２,５００円／月 ＊段階によりテキスト代が別途必要
【対象者】対象：就学前後の親子

毎月第１･２･３ 月曜日又は木曜日
（月３回）
①１８：３０～ ②１９：３０～
講師：今村幸代

カルトナージュは厚紙を切って組み立て、布や紙で覆って作るフラン
スの手工芸で、写真立てや箱などの実用的な小物を作ります。
【受講料】 ８００円／月 ＊材料代が別途必要
【対象者】どなたでも（定員８人）

毎月第１日曜日（月1回）
１０：００～１２：００
講師：市川友恵

三味線を弾いて脳の働きを元気にしましょう。
【受講料】２,５００円／月 【対象者】小学生以上（定員５人）

毎月第１・２・３金曜日（月３回）
１９：００～２１：００
講師：久保田春男

陶芸講座 【受講料】１,６００円／月 （材料費が別途必要）
＊家族で参加の場合は２人で２，５００円／月
【対象者】小学生以上（定員１０人）

毎月第１・３火曜日（月２回）
１９：００～２１：００
講師：野呂昭子 ほか

子どもから高齢者まで幅広く楽しめる「ボッチャ」及び「スポーツ吹き
矢」を行います。 また、介護相談員による介護相談室を設けています。
【受講料】 無料（初回のみ材料費108円が必要）
【対象者】 どなたでも
器具を使用しない昔ながらの着付･帯結びです。
【受講料】 各コース２,５００円／月 （初回テキスト代必要）
【対象者】 どなたでも

毎週水曜日（月４回）
１８：３０～２０：３０
講師：大倉真樹子

「ストリートダンス
SweetBox」

ヒップホップ、ジャズ、ロックなど男女を問わずダンスを楽しむことがで
きます。
【受講料】 １,０００円／月
【対象者】 幼児から受講できますのでご相談ください。

「リフレッシュヨーガ
蓮の花」

自分の「からだ」と「呼吸」を意識し、心地良い瞑想を行っていきます。
【定員】 各コース２０名 【受講料】各コース２,５００円／月
【対象者】 成人の方（中･高生はご相談ください）
＊両コースの受講は３,０００円／月（初回テキスト代必要）

【問合せ・申込み】 まなｖｉｖａ厚岸実行委員会

【１１日(水)・２５日（水）】
太田へき地保育所 9:55～10:05
太田小学校
10:10～10:25
太田中学校
12:55～13:15
心和園/ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 13:25～13:40
【２５日(水)】
宮園保育所
【１３日（金）】
子夢希児童館

事務局：教育委員会生涯学習係

毎週月曜日
１８：００～１９：００
講師：長尾翔太 ほか

毎月第１･２･３金曜日（月３回）
小学生の部（１９：００～２０：００）
一般の部（２０：００～２１：１５）
講師：佐藤リナ
毎週火曜日（月４回）１８：３０～２０：００
毎週金曜日（月４回）１５：３０～１７：００
講師：別當尚子

Tel ６７-7700 Fax６７-770１

厚岸情報館 図書館バス

【１２日(木)・２６日(木)】
【１７日(火)・２７日（金）】
厚岸小学校
10:10～10:30 床潭小学校
10:15～10:35 巡回日程 (1月)
翔洋高等学校
15:30～15:45 床潭郵便局
10:40～10:55
【１８日(水)・３１日（火）】
厚岸中学校
15:40～15:55
【１２日(木)】
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（門静） 10:15～10:30
友遊児童館
14:55～15:15 【２７日(金)】
片無去(のんき村) 11:00～11:15
真竜保育所
13:10～13:30 片無去地区集会所 11:20～11:30
【２６日(木)】
13:50～14:10 厚岸保育所
14:00～14:20 【１３日(金)・２４日(火)】
上尾幌ｺﾐｾﾝ
11:50～12:00
さくら幼稚園
14:30～14:45 若松地区集会所 11:30～11:45 尾幌地区
12:30～12:45
カトリック幼稚園
14:55～15:15 高知小中学校
15:30～15:45
12:45～13:00 真龍中学校
15:00～15:20
ﾄﾗｲﾍﾞﾂ地区集会所 13:20～13:40
－３－

