
＊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。

発行：教育委員会生涯学習係
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【問合せ】 環境政策課 ／ 林政係 52-3131℡

水( )1日 「ひな人形工作月間」

９：３０～１５：３０

おだいり様とおひな様を飾る「親王飾り」から５人囃子を含む
「五段飾り」まで、希望する段飾りが作成できます
作り方は指導員が教えてくれます
＜期間＞２月１日(水)～２月２８日(火)
　　　　　　＊月曜日及び祝日の翌日を除く

木工センター

【内容】

【場所】 【時間】

【申込】 木工センター (52-3451)、又は林政係まで
希望日を決めて、希望日の3日前までに申し込み下さい
＊費用：個人負担 （B5サイズの板まで無料提供）

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )4日 ぬいぐるみのお泊り会

幼児～小学生（無料）

１３：３０～１５：３０

①１３：３０～１４：３０　工作会（メッセージカード＆つつがた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひこうきづくり）
②１４：４０～１５：００　ぬいぐるみとおはなし会
③１５：００～１５：３０　ぬいぐるみのお泊り会受付

情報館 （視聴覚室･会議室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 ①工作会と③ぬいぐるみのお泊り会は、定員２０名(受付先着
順)＊人数に達していない場合は、当日も受付します

【問合せ】 教委生涯学習課 ／ 生涯学習係 67-7700℡

土( )4日 アート石けん講座

どなたでも　（定員　各１０人） ＊申込みは終了しています

１０：００～１１：３０

＜開催日＞①２／４（土）  ②２／１１（土）
　グリセリン石けんを溶かし自由にアレンジし、オリジナルの石
けんを作ります　　　　　　　講師　桂川　いずみ 氏

真龍小学校（2F家庭科室）

【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( )4日 筆あそびアート講座

どなたでも　（定員１０人）　＊申込みは終了しています

１３：３０～１５：３０

＜開催日＞①２／４  ②２／１１　③２／１８　土曜日（全3回）
　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
ジを楽しみます　　　　　　　講師　今村　幸代 氏

真龍小学校（2F家庭科室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 ネイパル厚岸 52-1151℡

土( )4日 氷ツルつる、ワカサギ釣り １

家族、小学３年～中学３年（定員６０人）

受付１０：３０～

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！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜1泊2日＞

塘路湖

【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( )8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】 厚岸情報館 52-2246℡

金( )10日 名作映画鑑賞会

一般 （無料）

１９：００～

上映作品 『自転車泥棒』  （約９５分）

情報館 （2Ｆ視聴覚室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )11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】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )11日 名作映画鑑賞会

一般 （無料）

１３：３０～

上映作品 『自転車泥棒』  （約９５分）

情報館 （2Ｆ視聴覚室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 ネイパル厚岸 52-1151℡

土( )11日 氷ツルつる、ワカサギ釣り ２

家族、小学３年～中学３年（定員６０人）

受付１０：３０～

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！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜1泊2日＞

塘路湖

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 保健福祉課 ／ 健康づくり係 53-3333℡

水( )15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( )17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】 教委 ／ 指導室 52-3131℡

土( )18日 環境問題学習会

どなたでも参加できます （入場無料）

１３：３０～１５：００

「地球温暖化が海洋生物に与える影響」
講師　北海道大学大学院環境科学院
　　　　　　　　　　　　　　　　　大学院生　山口　遥香 氏
＜主催＞ 厚岸町環境教育推進委員会
  　　　　　 北大生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ厚岸臨海実験所

真龍小学校（３Ｆ音楽室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】
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【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )18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】 厚岸味覚ターミナル・コンキリエ 52-4139℡

日( )19日 カキDEござ～る

１０：００～１５：００

第18回厚岸食体験交流事業
●カキ食べ放題（人数限定40分2,000円／人）
●セットメニュー前売り券 1,000円・限定200セット ： 特製五え
もん鍋、むし牡蠣、カキあんかけ丼（厚岸翔洋高校開発メニュ
ー）　●カキつかみどり　●お楽しみ抽選会　●雪中宝探し　
●かぶシェル（殻付生ガキ）限定販売　●スノースライダー 他

厚岸味覚ターミナル･コンキリエ

【内容】

【場所】 【時間】

【問合せ】 ネイパル厚岸 52-1151℡

日( )19日 通学合宿

厚岸町内の小学3年～6年生（定員20名）

家庭を離れて異年齢の集団で、起床から就寝までの1日を一
緒に生活しながら通学します。
＜日程＞２／１９（日）～２／２５（土）　6泊7日

ネイパル厚岸

【内容】

【対象】

【場所】

【申込】 ２／１２（日）まで。＊定員になり次第締め切り
参加料12,000円／人

【問合せ】 保健福祉課 ／ 子育て支援ｾﾝﾀｰ 53-4337℡

水( )22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 ～

おひな様作り

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】 ２／１７ (金)まで

【問合せ】 保健福祉課 ／ 健康づくり係 53-3333℡

木( )23日 子育て講座

３ヵ月～６ヵ月のお子さんを養育されている方
＊エプロン、三角巾持参

１３：３０～１４：３０

離乳食の基礎づくり
（主食の作り方、味付けのベースだしのとり方など）

あみか２１

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 ２／１６（木）まで

【問合せ】 保健福祉課 ／ 子育て支援ｾﾝﾀｰ 53-4337℡

金( )24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

あみか２１

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 保健福祉課 ／ 健康づくり係 53-3333℡

金( )24日 妊婦さんのための 「プレママひろば」

町内在住の妊婦とその家族 (参加無料)

１３：３０～１５：００

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。

あみか２１

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )25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】 教委生涯学習課 ／ 生涯学習係 67-7700℡

木( )2日 厚岸町生きがい大学

随時入学可能です。お気軽にお問い合わせください。

１０：００～１４：００

調理実習／レクリエーション

尾幌ふれあい館

【内容】

【備考】

【場所】 【時間】

【問合せ】 ネイパル厚岸 52-1151℡

土( )4日 はじめてのお泊り

小学１・２年生 （定員４０名）

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★
第６回目　日程　３／  ４（土）～３／  ５(日)　1泊2日
第７回目　日程　３／１１（土）～３／１２(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℡

土( )18日 親子でみそづくり

小学３年生～中学３年生、家族

親子で一緒にみそづくりを楽しみます。
３／１８（土）～３／１９（日）１泊２日

ネイパル厚岸

【内容】

【対象】

【場所】

【３月の行事等】

家庭を離れて異年齢の集団の中で、起床から就寝

までの１日を一緒に生活しながら通学します。

【日 程】 ２月１９日（日）～２月２５（土） ６泊７日

【場 所】 ネイパル厚岸

通学合宿 in 

ネイパル厚岸

【内容】 ●学習・宿題 ●英語で遊ぼう ●おやつ作り

●サイエンスショー（釧路こども遊学館）

●理科実験教室・国語教室（釧路教育局）ほか

＊大学生や高校生が学習をサポートしてくれます！

【対 象】 厚岸町内の小学３年 ～ ６年生（定員２０人）

【参加料】 １２,０００円／人

【申込み】 ２／１２まで（定員になり次第締め切り）

【問合せ・申込み】 道立青少年体験活動支援施設

ネイパル厚岸 TEL５２－１１５１



【問合せ・申込み】 本の森厚岸情報館 ℡ 52－2246

町内各小中高等学校の主な行事等（２月）

－３－

平成28年度冬の読書推進事業

あなたの“ぬいぐるみ”じつは夜になると、動きだす!?

夜の本の森厚岸情報館にお泊りさせてみませんか??

1人1つで先着20

人まで

（受付順：おは

なし会に参加し

た方のみ）

人数：20名（受付先着順）

*人数に達していない場合は当日も受付します

【厚岸小学校】

2日：読み聞かせ

9･23日：図書館ﾊﾞｽ

15日：避難訓練

18日：土曜授業

23日：参観日(低･5年）

24日：参観日(高）

27日：金管ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ

【真龍小学校】

1･2日：真龍おはなし隊図書ﾎﾞﾗ

7･13･14･16･20･21･28日：ALT

8日：新入学児童1日入学

保護者説明会

9日：給食試食会 (PTA主催)

10日：児童総会

14日：参観日 (5･6年)

15日：読み聞かせ(小さな絵本箱)

16日：参観日 (3･4年)

17日：参観日 (1･2年)

18日：土曜授業

24日：街頭指導

【太田中学校】

2日：学力ﾃｽﾄ (3年)

6日：ALT／ﾊﾞｽ乗車指導

7日：新入生体験入学

保護者説明会

8･22日：図書館ﾊﾞｽ

9日：PTA役員会

10日：ｽｷｰ学習

16日：参観日

17日：思春期講座 (3年)

18日：土曜授業

【太田小学校】

2日：新入生1日体験入学

2･9･27日：ALT

5日：漢字検定 (太田中)

8･22日：図書館ﾊﾞｽ

17日：児童総会

22日：PTA役員会

25日：土曜授業

【床潭小学校】

1日：祖父母参観日

2･9･16･23日：放課後学習会

2･16日：図書館ﾊﾞｽ

6日：ALT (高)

18日：土曜授業

21日：読書指導 (5･6年)

23日：ALT

29日：参観日・学級懇談

【真龍中学校】

2日：学力ﾃｽﾄ (1･2年)

6日：新入生体験入学

保護者説明会

15･28日：図書館ﾊﾞｽ

18日：土曜授業

授業参観・学級懇談会

20･21日：定期ﾃｽﾄ (1･2年)

27～3月3日：ALT

【厚岸中学校】

2日：学力ﾃｽﾄ

2･16：図書館ﾊﾞｽ

7日：新入生体験入学

保護者説明会

9日：PTAﾐﾆﾊﾞﾚｰ

10日：漢字検定(翔洋高)

10･13･14･17･20･21･24･27･28日：

放課後図書室開放

11日：土曜授業

授業参観･学級懇談

13～17日：ALT

【高知小中学校】

1･2･20～23日：ALT (中)

2日：学力テスト (中)

3･24日：ALT (小･中)

10･17日：ALT (小)

10･24日：図書館ﾊﾞｽ

読み聞かせ

16日：参観日

17日：児童会

18日：土曜授業

24日：生徒会

【翔洋高等学校】

1日：食品衛生責任者講習(2KS)

1～8日：特殊無線技能講習

4日：秘書検定

10日：漢字検定

13日：救命講習 (1年)

14･15日：救命講習 (2年)

19日：ｶｷDEござ～る (2K)

24日：情報処理検定

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。

（生涯学習係 ℡ 67-7700）

あいさつ声かけ運動

地 域 すすで め る
みんなで

実践しよう！

コミュニケーションの第一歩はあいさつから・・・



【８日(水)・２２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

【２２日(水)】

宮園保育所 13:50～14:10

【９日(木)・２３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 15:30～15:45

【９日(木)】

友遊児童館 14:55～15:15

【２３日(木)】

厚岸保育所 14:00～14:20

カトリック幼稚園 14:55～15:15

【１５日(水)・２８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

【１０日(金)・２４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

【２日(木)・１６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

【１６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 (２月)

【１０日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【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  Fax６７-770１

「リフレッシュヨーガ

蓮の花」

「手結び着物着付」

「ストリートダンス

SweetBox」

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

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）

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

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･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

「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・２・３金曜日（月３回）

１９：００～２１：００

講師：久保田春男

講座名 開設日時／講師内 容

「福祉スポーツ入門」
毎週月曜日

１８：００～１９：００

講師：長尾翔太 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

「陶遊」
～世界に一つの

心和む器を～

毎月第１・３火曜日（月２回）

１９：００～２１：００

講師：野呂昭子 ほか

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）

「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／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

まなviva厚岸

新講座が開設しました・・

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。

真龍小学校における車両の通行について（お願い）

『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～

「ドルチェ みゅーじっく

すくーる」

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】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～（時間選択）

講師：今村幸代

【実施場所】真龍小学校

ｎｅｗ

通行止

真小看板
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。

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。

＊敷地内は「最徐行」での通行をお願いいたします。

－４－

－３－




