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生涯学習カレンダー
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＊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

クリスマス小物工作月間

(木 )

【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】 木製の「ミニクリスマスツリー」が作れます
作り方は指導員が教えてくれます
期間 ： １２／１（木）から１２／２５日（日）まで
＊月曜日及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 ＊材料費無料
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

2日

絵本のひろば

(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

2日

年賀状講座

(金 )

【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （パソコン実習室）
【内容】 年賀状作成ソフトを使って年賀状の裏面を作成します
＊５０枚まで印刷できます（年賀状は持参してください）
実施日：１２／２ (金) １９：００～２１：００
１２／３ (土) １０：３０～１２：００
【対象】 ・１２／２（金）高校生以上 ・１２／３（土）小学３年生以上
【申込】 １１／３０（水）まで ＊お問い合わせください

3日

℡ 52-1151

【場所】 ネイパル厚岸
【内容】 ボランティアへの一歩を踏み出そう♪
ネイパルクリスマス広場でのボランティアを実践。
＜日程＞ １２／３(土)～１２／４(日) 1泊2日
【対象】 中学生・高校生・大学生・一般 （定員２０名）

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）

℡ 52-2246
【時間】 １３：３０～

【対象】 幼児～大人まで（無料）
(土 )

【問合せ】 ネイパル厚岸

℡ 52-1151

【場所】 ネイパル厚岸
【時間】 １０：００～１４：００
【内容】 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
【対象】 どなたでも （入場無料）

7日

遊びのひろば

(水 )

【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】

9日

℡ 53-4337

子育て支援ｾﾝﾀｰ (ｺｱぽんと内) 【時間】 １０：３０ ～
クリスマス会
町内に住む就学前のお子さんと保護者
１２／１ (木)まで

名作映画鑑賞会

(金 )

【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １９：００～
【内容】 上映作品 『海外特派員』 （約120分）
【対象】 一般 （無料）

10日 ( 土 )

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

【場所】 真龍小学校（多目的ホール）

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 『海外特派員』 （約120分）
【対象】 一般 （無料）

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】 情報館
【内容】 映画鑑賞／防犯講座
【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

第23回厚岸町吹奏楽団ファミリーコンサート

【問合せ】 厚岸町吹奏楽団

10日 ( 土 )

13日 ( 火 )

子ども映画会

(土 )

【問合せ】 厚岸情報館

3日

ネイパル クリスマス広場

(日 )

ボランティアセミナー

(土 )

【問合せ】 ネイパル厚岸

3日

4日

℡ 52-2341
（森脇）

【時間】 開場 １８：３０
開演 １９：００
【内容】 ・そりすべり ・世界に一つだけの花
・スーパーマリオ メドレー 他
＜出演＞ 厚岸町吹奏楽団
厚岸翔洋高等学校吹奏楽部（特別参加）
入場無料

14日 ( 水 )

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】 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

＝ 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
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16日 ( 金 )

10日 ( 火 )

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

17日 ( 土 )

ねいぱる お楽しみ広場

【問合せ】 ネイパル厚岸

℡ 52-1151

【場所】 ネイパル厚岸
【時間】 １３：００～
【内容】 ●講話とお茶会 堀口クリニック 小玉 七重 氏
●「親子で作る遊びのひろば」、「親子で作ってたべよう」など
＜日程＞１２／１７（土）～１２／１８（日） １泊２日
【対象】 特別支援学級、特別支援学校に在籍中の小学生及び保護
者
【申込】 １２／３（土）まで （定員：４０家庭）

17日 ( 土 )

子ども映画会

【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）

冬休み 親子の食育教室

【問合せ】 保健福祉課 ／ 健康づくり係

℡ 53-3333

【内容】 ①１月１０日 (火) あみか２１ （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】 １２／２７（火）まで
電話または申込み用紙を各児童館設置の投函箱へ

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】 １２／２７（火）まで

【時間】 １３：３０～

【対象】 幼児～大人まで（無料）

21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

ネイパル ブックワールド

【問合せ】 ネイパル厚岸

℡ 52-1151

【場所】 ネイパル厚岸
【内容】 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
【対象】 小学3年生～中学生

24日 ( 土 )

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

【１月の行事等】
5日

(木 )

１／１５（日）

8：00～16：30
（バス送迎）

摩周湖周辺の、冬だからこそ行ける
絶景ポイントを楽しもう！
8：00集合
10：00～
スノーシュー
で散策
12：30～
昼食・
温泉入浴
●摩周第一展望台をスタートし、スノーシューを履いて
真っ白な丘を歩きます。 ●雪のベンチでティータイム
●天然のすべり台 ●ホテルで昼食と温泉入浴！
＊スノーシューが初めての方も大丈夫です。
【申込み】厚岸町地域子ども会育成連絡協議会
事務局：教育委員会生涯学習係 TEL６７-7700

厚岸町成人式

【問合せ】 教委生涯学習課 ／ 生涯学習係

親子で「る る る」

℡ 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

23日 ( 金 )

平成28年度 厚岸町地域子ども会冬季事業

℡ 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

あいさつは生活の基本です。
コミュニケーションの第一歩はあいさつから・・・
地域における声かけは最大の防犯対策に
つながります。
みんなで
実践しよう！

＝ 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
ビデオ（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。

地

域

で

す

す

め

る

あいさつ声かけ運動

ビバ

まなviva厚岸

－３－

【実施場所】
真龍小学校

『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～
講座の

ご案内

「カルトナージュ」
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 ＊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」
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１～３金曜日
（月３回）
１９：００～２１：００
講師：久保田春男

「陶遊」
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

「福祉スポーツ入門」
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）
【対象者】 どなたでも

毎週月曜日
１８：００～１９：００
講師：長尾翔太ほか

「手結び着物着付」
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。

毎月第１～３金曜日
小学生の部
（１９：００～２０：００）
一般の部
（２０：００～２１：１５）
講師：佐藤リナ

「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。
【受講料】各コース２,５００円／月（定員20人）
【対象者】 成人（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）

毎週火曜日
１８：３０～２０：００
毎週金曜日
１５：３０～１７：００
講師：別當尚子

町内各小中高等学校の主な行事等（１２月）
【真龍小学校】
1日：参観日 (4～6年)
5日：第2回学校評議員会
6日：ALT (1年)
7日：読み聞かせ
8日：ALT (5年)
19日：ALT／PTA役員会
20日：ALT
21日：街頭指導
22日：第一ｽﾃｰｼﾞ終了
ALT(4年)
26･27日：ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ教室
【厚岸小学校】
1日：参観日 (高)
2日：児童委員会／読み聞かせ
15･29日：図書館ﾊﾞｽ
22日：終業式
26～28日：ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ学習
【太田小学校】
5日：太田中屯田ｾﾞﾐ (5･6年)
7･21日：図書館ﾊﾞｽ
9日：参観日・懇談会
15日：ALT
16日：海事記念館 (４年)
22日：終業式
26日：学習ｻﾎﾟｰﾄ
【床潭小学校】
2日：読書指導 (5･6年)
5日：参観日／学級懇談
7日：陶芸教室 (高)
8･15日：放課後学習会
8･22日：図書館ﾊﾞｽ
9日：読書指導 (2･4年)
22日：終業式
26日：もちつき
26～28日：ｳｲﾝﾀｰｽｸｰﾙ
【翔洋高等学校】
8日：日本情報処理検定
12日：小型学科試験
15日：学校評議員会
15･29日：図書館ﾊﾞｽ
21･22日：後期体育大会
23日：成果発表会 (3KC)
26日：全校集会
27日：冬期休業～1/18
調理師ｺｰｽ授業

【真龍中学校】
2日：歯科指導 (3年)
3日：数学検定
5～9日：ALT
6日：薬物乱用防止教室(1･2年)
14･28日：図書館ﾊﾞｽ
16日：ｸﾘｰﾝﾃﾞｨ
22日：終業式
【厚岸中学校】
8･22日：図書館ﾊﾞｽ
13･16･19･20日:
放課後図書室解放
19～21日：ALT
21日：非行・薬物防止教室
26･27日：冬休み学習会
1月10日～13日：冬休み学習会

【太田中学校】
1日：ALT
2日：学力ﾃｽﾄ (3年)
思春期講座 (2年)
5日：総合発表会 (地域参観日)
ﾊﾞｽ指導
7･21日：図書館ﾊﾞｽ
12日：参観日
19日：携帯安全教室
20日：生徒会企画行事
22日：終業式
【高知小中学校】
2日：児童会／ALT (小)
6日：参観日 (小)／PTA役員会
8日：参観日 (中)
9日：児童会・生徒会／ALT (小)
9･27日：読み聞かせ/図書館ﾊﾞｽ
14日：防犯教室 (小)
15日：ALT (中)
16日：ALT (小･中)
22日：終業式
【各小中学校】
1日：厚岸町学力調査

【問合せ・申込み】 まなｖｉｖａ厚岸実行委員会
事務局：教育委員会生涯学習係 Tel ６７-7700

【ステージ発表】
●佐藤シンと仲間たち、石澤正さん、厚岸町吹奏楽団、
心～sin～釧路学生魂 （その他現在調整中）

【日 時】

【クラフト体験】
●クリスマス飾り（町教委） ●ミニツリー（森林室）
●ステンドグラス（300円 限定50個） その他いろいろ☆

【その他】

４

月
日（日）
１０：００～１４：００

【場 所】 ネイパル厚岸
【対 象】 どなたでも参加できます。

●フリーマーケット（土筆の会、シーズンフォー）
●フードコーナー：クッキー・パン（工房るうぷ）、ポップコーン、綿あめなど

【昼食】 ●クリスマスランチバイキング （600円）

１２

（申込み不要）

＊上靴及び靴袋を持参して下さい。

入場
無料

【問合せ】 道立青少年体験活動支援施設（ネイパル厚岸） TEL ５２－１１５１

－４－

平成２８年度

厚 岸

町 小 中

高 児 童

生 徒 指 導 連 絡 協 議 会

～ みんなで育てよう 厚岸の子どもたち ～
≪少年非行防止 ３つのポイント≫
１．しつけに自信と責任を……『親としての自覚を忘れないようにしましょう』
２．自律心と忍耐力を…………『役割を与えて、最後まで取り組ませましょう』
３．生活の基本マナーを………『子どもに善悪のけじめをはっきりとつけさせましょう』
≪地域及び保護者の方々へのお願い≫
■ 下記のきまりを守るようご指導ください。特に喫煙・飲酒・薬物の乱用は絶対にさせないでください。
■ 事故や非行を見かけた場合は，厚岸警察署（52-0110）・学校・青少年育成センターまでご連絡ください。
小学校
中学校
高等学校
外 出 時 間 ○午後４時までです。
○午後６時までです。
○午後９時までです。
交 通 安 全 ○交通ルールや学校の指導を守り，事故にあわないようにしましょう。
飲 食 店 等
ゲームセンター
○保護者同伴に限ります。
ゲームコーナー
カラオケボックス
○学校の規則に従うこと。
○路上では遊ばないこと。（特にソリやミニスキーなど）
遊
び ○道路に面した雪山で遊ばないこと。
○軒下は通らないこと。
夜 間 外 出 ○保護者同伴に限ります。
遊 戯 場 等 ○パチンコ店等への出入りはいかなる場合も厳禁です。
ア ル バ イ ト ○いかなる場合も禁止です。

○保護者の許可を受け，学校に ○学校に届け出て，許可を得てか
届け出てから行うこと。
ら行うこと。

誘

○見知らぬ人に声をかけられても，絶対に車に乗ったり，ついて行ったりしないこと。
惑 ○不審者による声かけや被害を受けた場合は，すぐに厚岸警察署（52－0110）に通報し，その後
学校に連絡してください。

そ

○年末・年始等の夜間外出は，学校の指導を守りましょう。
○インターネットの利用は，保護者が使い方のルールを決め，正しく使用しましょう。
他
○外出時は，保護者の許可を受け，無断外泊はしないこと。
○喫煙・飲酒・薬物の乱用は絶対にしないこと。

の

平成２８年度 『社会を明るくする運動』標語優秀作品
＜いじめ・非行防止部門＞
そんな言葉で にげられない （真龍小５年 福井 穂乃佳）
●わるふざけ そこから始まる 負の連鎖
（真龍中２年 西谷内 幹太）
●信じるの？ 画面の向こうの 知らぬ顔
（翔洋高３年 安部 駿介）
●やってない

＜交通安全部門＞
●酒飲めと すすめる人も 共犯者
（真龍小５年 佐藤 いろは）
●締めようか シートベルトと 気のゆるみ （厚岸中１年 越野 壱星）
●もしかして 予想すること わが身を守る （翔洋高１年 加賀谷 雫）

【問合せ】 厚岸町小中高児童生徒指導連絡協議会（事務局：真龍中学校

【７日(水)・２１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
【２１日(水)】
宮園保育所
【９日（金）】
子夢希児童館

森川）

TEL 52-3211

厚岸情報館 図書館バス

【１５日(木)・２９日(木)】
【８日(木)・２２日（木）】
厚岸小学校
10:10～10:30 床潭小学校
10:15～10:35 巡回日程 (12月)
翔洋高等学校
15:30～15:45 床潭郵便局
10:40～10:55
【１４日(水)・２８日（水）】
厚岸中学校
15:40～15:55
【１５日(木)】
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（門静） 10:15～10:30
さくら幼稚園
14:30～14:45 【２２日(木)】
片無去(のんき村) 11:00～11:15
友遊児童館
14:55～15:15 真竜保育所
13:10～13:30 片無去地区集会所 11:20～11:30
13:50～14:10 【２９日(木)】
上尾幌ｺﾐｾﾝ
11:50～12:00
【９日(金)・２７日(火)】
厚岸保育所
14:00～14:20 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－

