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生涯学習カレンダー

10

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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1日

(土 )

木の温もりを活かしたカッティングボードづくり

【問合せ】 環境政策課 ／ 林政係

℡ 52-3131

【場所】 木工センター
【時間】 ９：３０～１５：３０
【内容】 カッティングボードの作り方は指導員が教えてくれます
＜期間＞ １０／１（土） ～ １０／３０（日）
*月曜日および祝日の翌日を除く
【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日前までに申し込み

1日

【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）

1日

(土 )

℡ 52-1151

【問合せ】 保健福祉課 ／ 子育て支援ｾﾝﾀｰ

(水 )

℡ 53-4337

℡ 52-4040

【場所】 床潭小学校グラウンド
【時間】 １９：００～１９：４５
【内容】 移動天文車『カシオペヤ号』や天体望遠鏡で秋の星座を観察
します。 天候不良の時は１０／６（木）に順延
【対象】 どなたでも （定員５０人） ＊中学生以下は保護者同伴
【申込】 １０／４（火）まで （無料）
(金 )

℡ 52-6631

【場所】 温水プール
【内容】

【対象】
【申込】
【持物】

℡ 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

名作映画鑑賞会

(土 )

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １３：３０～
【内容】 上映作品 『真昼の決闘』 （約８５分）
【対象】 一般 （無料）
(日 )

ネイパルクラブ ”すぽなび”
℡ 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3回目１０／９ （日） ～ １０ （月・祝） 1泊2日
【対象】 小学３年～６年生 ３０名 （会員制）

10日 ( 月 )

町民ファミリーマラソン大会

【場所】 集合：宮園運動公園
ｽｹｰﾄﾘﾝｸ前駐車場
【内容】 ①１.５kmｺｰｽ ②３kmｺｰｽ
【対象】 町内在住の人
【申込】 １０／４（火）まで

12日 ( 水 )

【時間】 Ａ班）１５：００～
Ｂ班）１６：００～
水慣れ遊びのほか、浮き方・キックなど､泳ぎの基礎を指導し
ます｡ Ａ班（１５：００～１５：４５）、Ｂ班（１６：００～１６：４５）
＜実施日＞ １０月７日・１４日、２１日・２８日・１１月１１日
金曜日(全５回)
町内の小学２年生（施設使用料が必要です）
９／２９（木）～１０／６（木）まで ＊各班先着１５人
水着・ゴーグル・タオルなど

当カレンダーへの記事掲載は町民が参加できるもので
あれば行政・民間・各種団体・サークル等を問いません
お気軽にお問い合わせ下さい。 ＊ホームページ ⇒

℡ 52-7785

【時間】 受付 ８：３０～
③４kmｺｰｽ

食生活改善推進員養成講座

【問合せ】 保健福祉課 ／ 健康づくり係

小学２年生水泳教室

【問合せ】 教委体育振興課 ／ 温水プール

土曜おはなし会

(土 )

【問合せ】 教委体育振興課 ／ 体育振興係

秋のほしぞら教室

【問合せ】 厚岸町海事記念館

7日

8日

【問合せ】 ネイパル厚岸

【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

5日

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １９：００～
【内容】 上映作品 『真昼の決闘』 （約８５分）
【対象】 一般 （無料）

9日

絵本のひろば

(水 )

℡ 52-2246

【問合せ】 厚岸情報館

アイヌ文化にふれよう

【場所】 ネイパル厚岸
【内容】 北海道のアイヌ文化について学びます
【対象】 小学４年～中学３年生 （定員３０人）

5日

【問合せ】 厚岸情報館

8日

【問合せ】 ネイパル厚岸

名作映画鑑賞会

(金 )

【問合せ】 厚岸情報館

子ども映画会

(土 )

7日

℡ 53-3333

【場所】 あみか２１
【時間】 １０：３０～
【内容】 バランスの良い食事、減塩等について調理教室（調理実習や
講義）を開催しながら、食の大切さを町民に伝える活動をして
くれる仲間を募集します
＜講座日程＞１０月１２(水)・１９(水)／１１月２(水)・２２(火)／
１２月６(火)／１月１１(水)・２６(木)／２月８(水)・中旬／
３月：初旬 ＊全10回
【対象】 講座終了後に食生活改善推進員として活動できる方

子どもたちを健やかに育むために・・・

早寝

早起き
朝ごはん
厚岸町教育委員会
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12日 ( 水 )

21日 ( 金 )

クロール・背泳ぎ教室

【問合せ】 教委体育振興課 ／ 温水プール

℡ 52-6631

消費生活講演会

【問合せ】 まちづくり推進課 ／ 商工雇用推進係 ℡ 52-3131

【場所】 温水プール
【時間】 １９：００～２０：００
【内容】 クロール・背泳ぎを指導します。
＜実施日＞ １０月１２日～１１月９日 毎週水曜日（全５回）
【対象】 町内の高校生以上の方（施設使用料が必要です)
【申込】 １０／４（火）～１０／１０（月） 先着２０人
【持物】 水着、水泳帽、ゴーグル、タオルなど

【場所】 厚岸情報館 (２Ｆ)
【時間】 １３：３０～１５：００
【内容】 笑顔で過ごせる毎日のために
～知っておきたい法律あれこれ～ 講師 ： 住 田 裕 子 氏
【対象】 どなたでもご来場いただけます（参加無料）

13日 ( 木 )

【問合せ】 厚岸情報館

小学３・４年生水泳教室

【問合せ】 教委体育振興課 ／ 温水プール

℡ 52-6631

【場所】 温水プール
【時間】 １６：００～１７：００
【内容】 初歩的なクロール・背泳ぎを指導します。
＜実施日＞ １０月１３日・２０日・２７日、１１月１０日・１７日
木曜日（全５回）
【対象】 町内の小学３・４年生（施設使用料が必要です）
【申込】 １０／５（水）～１０／１２（水） 先着２０人
【持物】 水着・水泳帽・ゴーグル・タオルなど

15日 ( 土 )

子ども映画会

【問合せ】 厚岸情報館

【時間】 １３：３０～

【対象】 幼児～大人まで（無料）

18日 ( 火 )

「HELLO！」から始める英会話

【問合せ】 教委生涯学習課 ／ 生涯学習係

あみか栄養教室

【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】 ①血圧測定と保健師による講話
②減塩をテーマとした調理実習（ご飯、石狩風牛乳汁、豚しゃ
ぶと長芋のリンゴソース和え、きのこのおろし和え、果物）
【対象】 一般成人 （調理材料費 300円） ＊エプロン・三角巾持参

19日 ( 水 )

遊びのひろば

【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】

絵本のひろば

【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

地 域 で す す め る

あいさつ声かけ運動

【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

24日 ( 月 )

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】 北見市
【内容】 町外研修（北見菊まつり見学）

26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

28日 ( 金 )

町民文化祭 「作品展示会」

【問合せ】 教委生涯学習課 ／ 生涯学習係

℡ 67-7700

【場所】 社会福祉ｾﾝﾀｰ（大ﾎｰﾙ）
【時間】 １０：００～１８：００
【内容】 ＜期間＞１０／２８（金）～３０（日） ＊最終日は15：00迄
各団体や個人による作品の展示
＜同時開催＞お茶会 ： １０／２９(土)10：00～ ／ 釧根絵手紙
移動展 ／ 厚岸町所蔵絵画展 ／ 「映像集団光風」結成20周
年記念特別展
【対象】 どなたでもご来場いただけます（無料）

28日 ( 金 )

すくすくひろば

【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】 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

℡ 53-4337

子育て支援ｾﾝﾀｰ (ｺｱぽんと内) 【時間】 １０：３０ ～
ミニ運動会
町内に住む就学前のお子さんと保護者
１０／１４ (金)まで

21日 ( 金 )

℡ 52-2246

℡ 67-7700

【場所】 真龍小学校（2F会議室）
【時間】 １９：００～２０：３０
【内容】 ＜開催日＞①１０／１８ ②１０／２５ ③１１／１ ④１１／８
⑤１１／１５ ⑥１１／２２ ⑦１１／29 ⑧１２／６ （火曜日全8回）
【対象】 高校生以上で英会話初心者の方 （無料） 定員１５名
【申込】 １０／１１（火）まで

19日 ( 水 )

土曜おはなし会

【備考】 随時入学可能ですので、お気軽にお問い合わせください
℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）

22日 ( 土 )

28日 ( 金 )

妊婦さんのための 「プレママひろば」

【問合せ】 保健福祉課 ／ 健康づくり係

℡ 53-3333

【場所】 あみか２１
【時間】 １３：３０～１５：００
【内容】 妊婦さんの体調や胎児の成長が、すこやかな経過となるよう『
妊娠生活のポイント』と『お腹の赤ちゃんが元気に育つための
栄養』についての講話を行います。
また、親子で過ごす遊びの広場『子育て支援センター』を見
学し、子育て情報を提供します。
【対象】 町内在住の妊婦とその家族 (参加無料)

29日 ( 土 )

ネイパル防災キャンプ（メイン）

【問合せ】 ネイパル厚岸

℡ 52-1151

【場所】 ネイパル厚岸
【内容】 メイン：１０／２９ (土) ～ １０／３０ (日) １泊２日
○ダンボールを使って生活スペースを作ったり、非常食を食
べたりして、避難所生活を体験しよう
【対象】 小３年～中学生 （定員４０人）

-3-

29日 ( 土 )

古文書教室

町内各小中高等学校の主な行事等（１０月）

【問合せ】 厚岸町海事記念館

℡ 52-4040

【場所】 海事記念館
【時間】 １０：００～１２：００
【内容】 国泰寺文書の資料などをもとに解読し、町の歴史や史料につ
いての理解を深めます （道民カレッジ連携講座）
講師 ： 釧路短期大学 佐 藤 宥 紹 教授
【対象】 どなたでも （定員１５人で多数の場合は抽選）
＊参加者は入館料免除
【申込】 １０／２６（水）まで

【１１月の行事等】
3日

(木 )

海事記念館・郷土館・太田屯田開拓記念館の
無料開館日

【問合せ】 厚岸町海事記念館

℡ 52-4040

【真龍小学校】
4･12日：ALT (6年)
5日：避難訓練
6日：読み聞かせ ／ ALT (3年)
7日：ALT (5年)
12日：就学児知能検査
子育て講話
18日：ALT
21日：開校記念日
25日：街頭指導
26日：総練習 (児童公開日)
30日：学習発表会
自転車通学終了
31日：振替休業日

【内容】 文化の日に海事記念館・郷土館・太田屯田開拓記念館を無
料開館します。この機会に郷土の歴史にふれてみませんか

【厚岸小学校】
13･27日：図書館ﾊﾞｽ
19日：学芸会総練習
23日：学芸会
24日：振替休業日
28日：読み聞かせ
31日：新1年生ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査

【作品展示会】

（昨年の様子）
●期 日 ： １０月２８日(金) ～ １０月３０日(日)
●時 間 ： 午前１０時～午後６時 （最終日は午後3時迄）
●場 所 ： 社会福祉センター （大ホール）
●種 目 ： 各団体や個人による作品の展示
●申込み： １０月５日（水）まで
＜同時開催＞
○釧根地区公民館「絵手紙移動展」
○厚岸町所蔵絵画展
○「映像集団光風」結成２０周年記念特別展
○お茶会（１０月２９日 １０：００～１５：００）

【社交ダンスのつどい】
●期日
●時間
●場所
●内容

：

11月３日(木・祝日)

： 午後１時30分～午後３時30分
： 社会福祉センター（大ホール）
： チャリティーダンスパーティー（入場料500円）

【芸能発表会】
●期 日 ： １１月２０日(日)
●時 間 ： 午前10時～午後4時予定
●場 所 ： 社会福祉センター（大ホール）
●内 容 ： 各団体や個人によるステージ発表
●申込み： １０月２８日（金）
＊作品展示会及び芸能発表会の申し込みは、申込み用
紙を実行委員会事務局まで提出して下さい。
【問合せ】 厚岸町民文化祭実行委員会事務局
教育委員会生涯学習係 TEL ６７－７７００

【太田小学校】
3日：消防署見学 (4年)
4日：酪農家見学 (3年)
5日：マラソン大会
5･19日：図書館ﾊﾞｽ
6日：開校記念日
10日：小中PTAﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ大会
11･20･25日：ALT
19日：就学時ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査
家庭教育講座
20日：学芸会総練習
21日：校内作品展
23日：学芸会
24日：振替休業日

【床潭小学校】
3･19･27日：ALT
6･13･20･27日：放課後学習会
6･20日：図書館ﾊﾞｽ
19日：学芸会総練習
23日：学芸会
24日：振替休業日

【真龍中学校】
1日：文化祭準備
2日：文化祭
3･4日：振替休業日
11･12日：食育授業 (1年)
12･13日：職場体験 (2年)
12･26日：図書館ﾊﾞｽ
13日：学力ﾃｽﾄ
17～21日：ALT
21日：生徒総会 ／ 漢字検定
25日：ｸﾘｰﾝ厚岸
【厚岸中学校】
1日：厚中祭
3日：振替休業日
4･7･11･14･24･25･28日：
放課後図書室開放
5日：サンマを使った食の授業
6･20日：図書館ﾊﾞｽ
7日：英語検定
13日：学力ﾃｽﾄ (3年)
17日：公開授業
18･19日：職業体験 (2年)
27日：生徒総会
29日：参観授業・学級懇談
【太田中学校】
1日：登校日
2日：文化祭
3･4日：振替休業日
5･19日：図書館ﾊﾞｽ
7日：英検／食育授業
10日：小中PTAﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ大会
13日：学力ﾃｽﾄ
16日：地域防災訓練 (登校日)
ﾊﾞｽ指導
20日：中間ﾃｽﾄ
21日：振替休業日
24日：ALT
29日：ｸﾘｰﾝ作戦

【翔洋高等学校】
3日：後期始業式
見学旅行保護者説明会
自動車学校通学説明会(3年)
5日：小型ｸﾚｰﾝ講習
7日：英語検定／情報処理検定
自動車免許保護者説明会
12･13日･22･23日：体験乗船
13･27日：図書館ﾊﾞｽ
【高知小中学校】
14～17日・18～21日：短期乗船
3～7日：ALT (中)
19日：校内水産ｸﾗﾌﾞ発表会
5日：文化祭総練習
21日：数学検定
8日：文化祭
22日：ｼﾞｭﾆｱｸｯｷﾝｸﾞｾﾐﾅｰ
11日：振替休業日
26日：ｱｰｸ溶接講習
13日：学力ﾃｽﾄ (中3)
28日：後期生徒会
14･28日：図書館ﾊﾞｽ ／ ALT (小)
29日：漢字検定
20日：社会見学 (小)
31日：見学旅行結団式
21日：漢字検定
27･28日：職場体験 (中2･3)
28日：児童会／生徒会
【小・中学校】
31日：ALT (中)
29日：土曜授業一斉実施日

－４－

【最優秀賞】

助かった
運命じゃない 心がけ
（ 真龍中学校 １年 佐藤 海羽 さん ）

平成28年度

町および教育委員会では、「東日本大震災」の教
訓を風化させることなく、町民一人ひとりの防災に
対する意識の高揚を図り、太平洋沿岸部を震源とす
る巨大地震発生時における適切な避難行動を促すた
めに、防災標語を募集し、応募総数317点の作品
の中から最優秀賞１点、優秀賞３点、佳作１０点が
選考されました。

あっけし防災標語

【優秀賞】
●『逃げましょう』
●来ないだろう

一言かけて

その慢心が

すぐ避難

身の危険

●てんでんこ 離れていても また会える

【佳

（太田小学校 ６年 木村

碧 さん）

（真龍中学校 ２年 岩田 理希 さん）
（真龍中学校 ２年 北田 麟太郎 さん）

作】

●忘れるな 今まで起きた あの地震

（厚岸小学校 ６年 荒井 二葉 さん）

●家事をする 少しの油断で 火事になる

（厚岸小学校 ６年 森脇 寛敬 さん）

●防災で 守れる命 自分から

（厚岸小学校 ６年 東郷 紗妃 さん）

●避難けいろ わかってる 命を守る道だから

（真龍小学校 ６年 原田 玲杏 さん）

●にげないと 命のとびら しまっちゃう

（床潭小学校 ６年 鈴木 希空 さん）

●すぐ逃げて 危険がせまる その前に

（厚岸中学校 ２年 金田 愛奈 さん）

●ここでいい 安心せずに まだ上へ

（厚岸中学校 ２年 布施 航大 さん）

●強いまち 防災行動 高めよう

（真龍中学校 １年 佐藤 柚采 さん）

●的確な 情報入手と 行動を

（真龍中学校 ２年 関

●あっけしを みんなで備えて 強いまち

（真龍中学校 ２年 小池 真由 さん）

＝ 消費生活講演会 ＝

日時／平成２８年１０月２１日（金）
１３:３０～１５:００（開場13:00～）
場所／本の森厚岸情報館２階
入場無料
講師／住 田

裕 子

氏

【問合せ】厚岸町役場 まちづくり推進課商工雇用推進係 TEL ５２-３１３１
【５日(水)・１９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

【１３日(木)・２７日(木)】
厚岸小学校
10:10～10:30
さくら幼稚園
14:30～14:45
翔洋高等学校
15:35～15:45

【１９日(水)】
宮園保育所

【２７日(木)】
厚岸保育所
13:50～14:10 カトリック幼稚園

【１４日（金）】
子夢希児童館

15:00～15:20

【１３日（木）】
友遊児童館

香琳 さん）

～ 講師プロフィール ～
兵庫県生まれ。東京大学法学部卒業。
Ｓ54年に東京地検検事に任官。その後、
女性初の法務省民事局付検事、全省庁
女性初の法務大臣秘書官等を経て、Ｈ8
年に弁護士登録。
Ｈ23年まで「行列のできる法律相談所」
他に出演し、現在「羽鳥慎一モーニング
ショー」「情報ライブミヤネ屋」などに出演。
著者「戸籍Q&A」「会社のしくみ」「住田
裕子の離婚相談所」「住田裕子の老後安
心相談所」等。

厚岸情報館 図書館バス

【６日(木)・２０日（木）】
床潭小学校
10:15～10:35 巡回日程 (10月)
床潭郵便局
10:40～10:55
【１２日(水)・２６日（水）】
厚岸中学校
15:40～15:55
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（門静） 10:15～10:30
【２０日(火)】
片無去(のんき村) 11:00～11:15
14:00～14:20 真竜保育所
13:10～13:30 片無去地区集会所 11:20～11:30
14:55～15:15 【１４日(金)・２８日(金)】
上尾幌ｺﾐｾﾝ
11:50～12:00
12:30～12:45
若松地区集会所 11:30～11:45 尾幌地区
15:30～15:45
高知小中学校
12:45～13:00 真龍中学校
14:55～15:15 ﾄﾗｲﾍﾞﾂ地区集会所 13:20～13:40

