
＊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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【問合せ】 保健福祉課 ／ 子育て支援ｾﾝﾀｰ 53-4337℡

水( )2日 絵本のひろば

町内に住む就学前のお子さんと保護者

１１：００ ～ １１：３０

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

子育て支援ｾﾝﾀｰ (ｺｱぽんと内)

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 厚岸町海事記念館 52-4040℡

木( )3日 海事記念館・郷土館・太田屯田開拓記念館の
無料開館日

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

【内容】

【問合せ】 教委生涯学習課 ／ 生涯学習係 67-7700℡

木( )3日 町民文化祭　「社交ダンスのつどい」

どなたでもご来場いただけます（入場料５００円）
＊収益金は福祉団体へ寄付されます

１３：３０～

チャリティーダンスパーティー

社会福祉ｾﾝﾀｰ（大ﾎｰﾙ）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )5日 １日司書体験

小学４年生以上（応募多数の場合は抽選）

１３：００ ～ １５：３０

カウンター業務や図書整理、資料の装備など

情報館

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 １１／３ (木)まで　定員３人（無料）

【持物】 自分の本を１冊持ってきてください

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )5日 子ども映画会

幼児～大人まで（無料）

１３：３０～情報館 （2Ｆ視聴覚室）

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 保健福祉課 ／ 障害福祉係 53-3333℡

日( )6日 こう福祉２１

どなたでも参加できます

１０：００～１４：１０

第１７回厚岸町障害者(児)ふれあいフェスティバル
＜内容＞　福祉活動発表 ／ 障がいの擬似体験ｺｰﾅｰ
　　　　　日常生活用具展示ｺｰﾅｰ ／ 子どもたちの作品ｺｰﾅｰ
　　　　　盲導犬ｺｰﾅｰ ／ 誘導体験ｺｰﾅｰ ／ 喫茶ｺｰﾅｰ 
　　　　　パントマイム（真龍中）／ｸｯｷｰや手芸品、手作り石鹸
　　　　　などの販売ｺｰﾅｰ（管内就労継続支援事業所）など

社会福祉センター

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 保健福祉課 ／ 子育て支援ｾﾝﾀｰ 53-4337℡

水( )9日 遊びのひろば

町内に住む就学前のお子さんと保護者

１０：３０ ～

手づくり おもちゃ

子育て支援ｾﾝﾀｰ (ｺｱぽんと内)

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 １１／４ (金)まで

【問合せ】 教委管理課 ／ 学校教育係 52-3131℡

水( )9日 町内小中学生美術書道展

９：００～２０：００

町内の児童生徒の美術・書道の作品を展示します
【開催期間】　１１／９（水）～１１／２２日（火）
　　　　　　　　※最終日（２２日）は、１３：３０まで

生活改善センター

【内容】

【場所】 【時間】

【問合せ】 ネイパル厚岸 52-1151℡

木( )10日 『高等学校生徒会フォーラム』

高校生　（４０人）　＊学校を通してネイパル厚岸まで申込み

学校間の情報交流や今日的課題について考えることを通して
生徒会の活性化を図ります
＜日程＞ １１／１０（木） ～ １１／１１（金）　（1泊2日）

ネイパル厚岸

【内容】

【対象】

【場所】

【問合せ】 保健福祉課 ／ 健康づくり係 53-3333℡

金( )11日 子育て講座　「乳歯を守ろう」

お子さんを養育している人（参加無料）
＊お子さんを連れての参加も可能です

１１：００～

演題 ： 「乳歯を守ろう」
講師 ： 中村小児歯科クリニック院長　中村 俊雄　先生
　子どもの歯全般について、わかりやすく学べる講話及びミニ
相談会です

あみか２１

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

金( )11日 名作映画上映会

中高生・大人
料金（大人１作品500円、通し券1,000円、高校生以下無料）

１９：００～

上映作品 『秋津温泉』  （約１１２分）

情報館 （2Ｆ視聴覚室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 まちづくり推進課 ／ 商工雇用推進係 52-3131℡

土( )12日 第11回 「村山 秋の味覚市」

１０：００～１３：３０

友好都市提携盟約締結25周年を記念して、例年行っている
村山市の物産品販売や、村山市及び厚岸町特産品の無料
提供などに、今回限りの特別内容も加えて行います

味覚ターミナル・コンキリエ

【内容】

【場所】 【時間】

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )12日 土曜おはなし会

幼児～大人までみんなで楽しめます

１１：００ ～ １１：３０

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

情報館 （お話の部屋）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 ネイパル厚岸 52-1151℡

土( )12日 はじめてのお泊り④

小学１・２年生 （定員４０人）　＊申込みは締め切っています

ドキドキ ワクワク♪
ボランティアのおにいさんやおねえさんといっぱい遊ぼう★
日程　１１／１２（土）～１１／１３(日)　1泊2日

ネイパル厚岸

【内容】

【対象】

【場所】
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【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )12日 名作映画上映会

中高生・大人
料金（大人１作品500円、通し券1,000円、高校生以下無料）

①１３：３０～上映作品 『復讐するは我にあり』  （約140分）
②１６：１０～上映作品 『少年』  （約97分）

情報館 （2Ｆ視聴覚室）

【内容】

【対象】

【場所】

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

日( )13日 名作映画上映会

中高生・大人
料金（大人１作品500円、通し券1,000円、高校生以下無料）

①１３：３０～上映作品 『心中天網島』  （約103分）
②１５：４０～上映作品 『復讐するは我にあり』  （約140分）

情報館 （2Ｆ視聴覚室）

【内容】

【対象】

【場所】

【問合せ】 保健福祉課 ／ 健康づくり係 53-3333℡

水( )16日 あかちゃん相談とブックスタート

７ヶ月児　 9:00～

・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

あみか２１

【内容】

【場所】 【時間】

【問合せ】 保健福祉課 ／ 子育て支援ｾﾝﾀｰ 53-4337℡

金( )18日 絵本のひろば

町内に住む就学前のお子さんと保護者

１１：００ ～ １１：３０

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

あみか２１

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 くしろ若者サポートステーション 0154-68-
5102

℡

金( )18日 「サポステ」　厚岸町サテライト開設日

概ね15～39才の無業の方、またその家族など （相談無料）

１３：００～１６：００

厚生労働省からの委託をうけ、通学や社会参加、就職に悩む
若者やご家族のご相談を受け、資格取得や意欲喚起のため
の学習支援、キャリアカウンセリング、コミュニケーショントレー
ニング、ボランティア、職場体験等、一人ひとりに合ったサポ
ートをしていきます。

情報館 (サークル室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 教委生涯学習課 ／ 生涯学習係 67-7700℡

土( )19日 生涯学習講演会

どなたでも参加できます（無料）

本講演会は厚岸町ＰＴＡ連合会研究大会との共同開催です

１０：００～１２：００

子どもの望ましい生活習慣について
～情報端末機器との上手な付き合い方～
講師　笑華尊塾代表　塩 谷  隆 治 氏

厚岸中学校（体育館）

【内容】

【対象】

【備考】

【場所】 【時間】

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )19日 本の森にはドキドキがいっぱい

幼児～小学生
③の工作会については定員20人（受付先着順）

１３：３０ ～ １５：３０

①１３：３０～１４：００　『ドキドキふるさとカルタ絵合わせ』
②１４：０５～１４：２０　『はらはらドキドキおはなし会』
③１４：３０～１５：３０　『はらはらロケット工作会』

情報館 （会議室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 教委生涯学習課 ／ 生涯学習係 67-7700℡

日( )20日 町民文化祭　「芸能発表会」

どなたでもご来場いただけます（無料）

１０：００～１６：００

町内の芸術文化団体及び個人による披露のほか、無形文化
財の「厚岸かぐら」など

社会福祉ｾﾝﾀｰ（大ﾎｰﾙ）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

日( )20日 工作上級者のためのスマートボール工作会

小学４年生以上　（定員１５人）受付先着順

１３：３０ ～ １５：３０

段ボールなど身近にあるものを使った工作です。

情報館 （２Ｆ会議室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 保健福祉課 ／ 子育て支援ｾﾝﾀｰ 53-4337℡

月( )21日 すくすくひろば

町内に住む就学前のお子さんと保護者

１０：３０ ～ １１：００

保健師への相談と身長、体重計測ができます

子育て支援ｾﾝﾀｰ (ｺｱぽんと内)

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 保健福祉課 ／ 健康づくり係 53-3333℡

木( )24日 地域の医療を考える

厚岸町民
 （各小中学校PTA、教育、医療関係者ほか関心のある方）

１８：００～１９：００

今日、医師の不足や診療科の地域偏在は顕著化し、地域の
中核的病院においても医師不足が深刻化しています。将来
の地域医療を担う人材を育成するために、私たちがすべきこと
を一緒に考えてみませんか
講師 ： 一般社団法人北海道医師会会長　長 瀬   清 氏

厚岸情報館

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 ネイパル厚岸 52-1151℡

土( )26日 はじめてのお泊り⑤

小学１・２年生 （定員４０名）　＊申込みは締め切っています

ドキドキ ワクワク♪
ボランティアのおにいさんやおねえさんといっぱい遊ぼう★
日程　１１／２６（土）～１１／２７(日)　1泊2日

ネイパル厚岸

【内容】

【対象】

【場所】

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )26日 土曜おはなし会

幼児～大人までみんなで楽しめます

１１：００ ～ １１：３０

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

情報館 （お話の部屋）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 教委体育振興課 ／ 温水プール 52-6631℡

日( )27日 （公財）日本水泳連盟・泳力検定会

定期的に水泳の練習をしている町内の健康な人及び主催者
が認めた人

１６：００～１７：００

日本水泳連盟が定めた全国統一の泳力基準によって行われ
る男女・年齢・種目別の水泳能力検定

温水プール

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 １１／２２（火）まで　（検定料１種目３００円・認定料7００円）

【持物】 水着、水泳帽、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 ⇒
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【問合せ】 保健福祉課 ／ 健康づくり係 53-3333℡

日( )27日 生活習慣病を予防する
眠り方　なるほど☆ゼミナール

どなたでも参加できます （参加無料）

１０：３０～１２：００

健康を維持する眠り方についての講演会
「不眠は万病のもと」といわれるほど、生活習慣病や認知症発
症との関連性があり、健康寿命にも影響します
講師 ： 精神科医師　香坂 雅子 氏

厚岸情報館

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 教委 ／ 指導室 52-3131℡

月( )28日 環境教育パネル展

どなたでもご覧になれます（無料）

開館時間内

各学校の環境に関する作品（写真パネル、壁新聞、環境作文
レポート、絵画、標語など）　各団体の取組みなど
【期間】 １１／2８ (月) 16：00 ～ １２／１２ (月) 15：00

厚岸町役場（町民ホール）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 教委体育振興課 ／ 温水プール 52-6631℡

水( )30日 「温水プール」 無料開放の日

温水プールは１２／１（木）～H２９／３／３１（金）まで閉館とな
ります

温水プール

【内容】

【場所】

【問合せ】 ネイパル厚岸 52-1151℡

土( )3日 ボランティアセミナー

中学生・高校生・大学生・一般　（定員２０名）

ボランティアへの一歩を踏み出そう♪
＜日程＞ １２／３(土)～１２／４(日)　1泊2日

ネイパル厚岸

【内容】

【対象】

【場所】

【問合せ】 ネイパル厚岸 52-1151℡

日( )4日 ネイパル クリスマス広場

どなたでも　（入場無料）

１０：００～１４：００

各種ステージ発表や創作体験などをネイパルで楽しみましょう

ネイパル厚岸

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 保健福祉課 ／ 子育て支援ｾﾝﾀｰ 53-4337℡

水( )7日 遊びのひろば

町内に住む就学前のお子さんと保護者

１０：３０ ～

クリスマス会

子育て支援ｾﾝﾀｰ (ｺｱぽんと内)

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 １２／１ (木)まで

【問合せ】 ネイパル厚岸 52-1151℡

金( )23日 ネイパル ブックワールド

小学3年生～中学生

ネイパルで本に親しむ活動をしよう♪
＜日程＞１２／２３（金）～１２／２５（日）　2泊3日

ネイパル厚岸

【内容】

【対象】

【場所】

【１２月の行事等】

町内各小中高等学校の主な行事等（１１月）

あいさつ声かけ運動

地 域 すすで め る

【厚岸小学校】

4･11･25日：読み聞かせ

9日：人権教室 (5･6年)

小中美術書道展鑑賞

15･16日：登校指導

17日：情報ﾓﾗﾙ教室 (全)

17･29日：図書館ﾊﾞｽ

29日：参観日 (低)

【真龍小学校】

2･8･10･15･17･24･28日：ALT

9日：校外学習 (5年)

14日：防犯教室

14～17･24日：朝の読み聞かせ

15日：ﾌﾞｯｸﾄｰｸ (6年)

16日：ﾌﾞｯｸﾄｰｸ (5年)

17日：ﾌﾞｯｸﾄｰｸ (4年)

18日：ﾌﾞｯｸﾄｰｸ (3年)

21･22日：朝の読み聞かせ

22日：読み聞かせ

25日：街頭指導

29日：参観日 (1～3年)

【太田中学校】

2･16日：図書館ﾊﾞｽ

7日：生徒総会

9日：学力ﾃｽﾄ

14･28日：ALT

24･25日：期末ﾃｽﾄ

25日：思春期講座 (1年)

【太田小学校】

1日：日本製紙･道新工場(5･6年)

2･16日：図書館ﾊﾞｽ

9･18･29日：ALT

15日：美術書道展鑑賞

18日：祖父母参観日

21日：ｲｵﾝ厚岸店 (3年)

25日：PTAﾌﾞﾛｯｸ交流会

【床潭小学校】

2日：社会見学 (2年)

7･22日：ALT (高)

10日：着衣泳教室

10･17･24日：放課後学習会

10･24日：図書館ﾊﾞｽ

15日：社会見学 (2年)

18日：社会見学 (4年)

26日：土曜授業

27日：閉校式典･思い出を語る会

28･29日：振替休業日

【高知小中学校】

1･2日：ALT (中)

4日：ALT (小中)

ｼｪｲｸｱｳﾄ訓練

9日：学力ﾃｽﾄ

小中美術書道展鑑賞 (小)

11･14･25日：ALT (小)

11･25日：読み聞かせ

図書館ﾊﾞｽ

17日：地域交流会

22日：PTAﾌﾞﾛｯｸ交流会

29･30日：期末ﾃｽﾄ (中)

【真龍中学校】

1日：思春期講座 (3年)

2日：保育実習 (3年)

7～11日：ALT

9日：学力ﾃｽﾄ

9･22日：図書館ﾊﾞｽ

14日：書写検定

15日：巡回指導

17･18日：定期ﾃｽﾄ

24日：地域医療を担う青少年育

成事業

28･30日：歯科指導

【翔洋高等学校】

1～5日：見学旅行 (2年)

2日：ALT来校

6日：ｻｰﾋﾞｽ接遇検定

8･9日：全道水産ｸﾗﾌﾞ (当番校)

11日：日本語検定

12日：秘書検定／ﾆｭｰｽ検定

13日：電卓検定

第三種冷凍機械責任者試験

14日：硬筆毛筆書写検定

17･29日：図書館ﾊﾞｽ

19日：語彙・読解力検定

27日：ﾋﾞｼﾞﾈｽ文書検定

29日：薬物乱用防止教室

ｽｰﾂ着こなし授業 (3年)

【厚岸中学校】

1･4･8･11･14･15･21･22･28･29日:

放課後図書室解放

9日：学力テスト

10･24日：図書館ﾊﾞｽ

16･17日：期末ﾃｽﾄ

18日：理科検定

30日：4校交流会

【各小中学校】

19日：町Ｐ連研究大会（厚中）

12月1日：厚岸町学力調査

＝ 助かった 運命じゃない 心がけ ＝ 平成２８年度あっけし防災標語（最優秀）

真龍中学校 １年 佐藤 海羽 さん



【２日(水)・１６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

【１６日(水)】

宮園保育所 13:50～14:10

【１７日(木)・２９日(火)】

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

【２９日(火)】

厚岸保育所 14:00～14:20

カトリック幼稚園 14:55～15:15

【９日(水)・２２日（火）】

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（門静） 10:15～10:30

片無去(のんき村) 11:00～11:15

片無去地区集会所 11:20～11:30

上尾幌ｺﾐｾﾝ 11:50～12:00

尾幌地区 12:30～12:45

真龍中学校 15:30～15:45【１７日（木）】

友遊児童館 14:55～15:15

【１１日(金)・２５日(金)】

若松地区集会所 11:30～11:45

高知小中学校 12:45～13:00

ﾄﾗｲﾍﾞﾂ地区集会所 13:20～13:40

【１０日(木)・２４日（木）】

床潭小学校 10:15～10:35

床潭郵便局 10:40～10:55

厚岸中学校 15:40～15:55

【２４日(木)】

真竜保育所 13:10～13:30

厚岸情報館 図書館バス

巡回日程 (11月)

【１１日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

友好都市提携盟約

締結２５周年記念

【期 日】１１月 １２日（土）

【場 所】 味覚ターミナル・コンキリエ

10：00～13：30
【主催】 村山秋の味覚市実行委員会

【問合せ】まちづくり推進課商工雇用推進係 ℡52-3131 ※記載以外の詳細については新聞折り込みチラシ等でお知らせします。

【問合せ】 教育委員会生涯学習係 TEL ６７－７７００

＝厚岸町生涯学習講演会＝

＊当講演会は厚岸町ＰＴＡ連合会研究大会との共同

開催です。 （受付は９：３０～となります）

【塩谷隆治氏 プロフィール】
札幌市生まれ 弘前大学教育学部卒

公立高校保健体育教師として１５年間勤務のの

ち、『ココロの時代』の到来に、教育を別の角度

から切り込む必要性があると強く思い、平成２３

年３月教員を退職。ココロの塾「笑華尊塾」を立

ち上げる。講演・研修講師として、「元気アッ

プ」をテーマに全道・全国で活動を展開中。

（ひきこもり支援相談士講師・絵本セラピスト・

魔法の質問認定講師など）

子どもの望ましい生活習慣について

～情報端末機器との上手な付き合い方～

日時 １１月１９日（土）

午前１０時００分～

場所 厚岸中学校体育館

（参加無料）

講師 笑華尊塾代表 塩谷隆治 氏

開始時間 実施内容 場所 関係団体

米、りんご、ラ・フランス、柿、菓子類、お酒、漬物等の販売 １階

玉こんにゃくの販売 ２階

昆布、牡蠣醤油の無料提供 １階 厚岸漁協

牛乳（あっけし極みるく６５）の無料提供 １階 太田農協

牡蠣めし弁当の販売、極あっけし三味スープの無料提供 １階 湖北商連

子ども縁日（射的）開催 １階 商工会青年部

おでん、塩ザンギの販売 ２階 商店会

10時30分 あさり汁の無料提供 ２階 コンキリエ

11時 いも煮の無料提供 ２階 村山市

11時30分 ずんだ餅の無料提供 ２階 村山市

紅白まんじゅう無料提供 １階 コンキリエ

抽選券配布 １階 実行委員会

13時 抽選会開催 １階 実行委員会

10時

村山市

12時30分
※抽選会は13 時から13 時 30 分まで

※販売、無料提供、子ども縁日は10 時から13 時まで

－４－

平成28年度厚岸情報館秋の子ども読書推進事業

場所：情報館２階会議室

対象：小学４年生以上

定員：１５人

13:30～15：30

*人数に達していない場合は当日も受付します

①13：30～14：00

ドキドキふるさとカルタ絵合わせ
厚岸ふるさとカルタをつかった絵合わせゲーム！

参加してくれた人に景品があるよ♪

②14：05～14：20

はらはら ドキドキ おはなし会
紙芝居や絵本のおはなし会です！

③14：30～15：30

はらはらロケット工作会
【問合せ】 本の森厚岸情報館 TEL ５２－２２４６ FAX ５３－２１１１




