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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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5日

温水プール無料開放の日

(金 )

【問合せ】 教委体育振興課 ／ 温水プール

℡ 52-6631

【場所】 温水プール
【内容】 子どもの日に無料開放します。（全入館者）
＊毎週土曜日は町内の小中学生を無料開放しています。

5日

ボランティアセミナー

(金 )

【問合せ】 ネイパル厚岸

(土 )

℡ 52-1151

こどもの日 スプリング・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】 いろいろな体験をとおして交流の輪をひろげよう
＜日程＞ ５／６(土)～５／７(日) 1泊2日
【対象】 子どもを含む家族、または小学３年生～６年生 （定員２０組）

6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）

7日

(日 )

【問合せ】 環境政策課 ／ 環境衛生係

【時間】 ９：２０ 役場集合
【内容】 ＜湿原清掃＞
ラムサール条約登録地である『別寒辺牛湿原』の清掃。

13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

13日 ( 土 )

名作映画鑑賞会
℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １３：３０～
【内容】 上映作品 『おじいさんと草原の小学校』 （約１０５分）
【対象】 一般 （無料）

厚岸湖、あさり掘り
℡ 52-1151

【場所】 ネイパル厚岸ほか
【内容】 潮干狩でザクザク あさり掘り♪
日程：５／１３（土）～５／１４（日） １泊２日
【対象】 小学３年～中学３年、家族 （定員８０人）

15日 ( 月 )

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

℡ 67-7700

【場所】 真龍小学校
【時間】 １０：００～１２：００
【内容】 第２回学習会「防災講座」 ／ クラブ活動
【備考】 随時入学可能です
お気軽にお問い合わせください

17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

絵本のひろば

【問合せ】 保健福祉課 ／ 子育て支援ｾﾝﾀｰ

℡ 52-3131

【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、栄養士への相談と身長、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

厚岸町生きがい大学

【問合せ】 教委生涯学習課 ／ 生涯学習係

10日 ( 水 )

厚岸町クリーン作戦

【問合せ】 ネイパル厚岸

厚岸町クリーン作戦

【内容】 ＜町内一斉清掃＞
各自治会ごとに公園や道路などの清掃を行います。
（各自治会の指示に従ってください。）
＊問合せ ： 廃棄物対策係
＜湖内清掃＞
厚岸漁協組合員の皆さんによる厚岸湖や湾岸の清掃。
＊問合せ ： 環境衛生係
(火 )

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １９：００～
【内容】 上映作品 『おじいさんと草原の小学校』 （約１０５分）
【対象】 一般 （無料）

13日 ( 土 )

【問合せ】 環境政策課/廃棄物対策･環境衛生係 ℡ 52-3131

9日

【問合せ】 厚岸情報館

【問合せ】 厚岸情報館

子ども映画会

(土 )

名作映画鑑賞会

13日 ( 土 )

【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♪
こどもの日スプリング･キャンプでのボランティアを実践
＜日程＞ ５／５(金)～５／７(日) 2泊3日
【対象】 中学生以上（定員２０人） ＊申込みは終了しています

6日

12日 ( 金 )

℡ 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

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 FAX 67-7701）
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19日 ( 金 )

26日 ( 金 )

子育て講座

【問合せ】 保健福祉課 ／ 健康づくり係

℡ 53-3333

【場所】 あみか２１
【時間】 １０：３０～１１：３０
【内容】 「子どもの食事とおやつ作り」
講師 ： 健康づくり係栄養士
野菜や乳製品を使用した、簡単で食べやすい食事とおやつ
を作ります。
【対象】 お子さんの養育に係わる方ならどなたでも。未就学のお子さ
ん連れでも参加できます。詳しくはお問い合わせください。
＊エプロン、三角巾持参
【申込】 ５／１２（金）まで

19日 ( 金 )

「サポステ」 厚岸町サテライト開設日

【問合せ】 くしろ若者サポートステーション

℡ 0154-685102

【場所】 情報館 (サークル室）
【時間】 １３：００～１６：００
【内容】 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、一人ひとりにあったサポー
トをしていきます。
【対象】 概ね15～39才の無業の方、またその家族など （相談無料）

19日 ( 金 ) 厚岸情報館 「ﾊﾟｿｺﾝ講座」 エクセル基礎コース
【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ実習室）
【時間】 １９：００ ～ ２１：００
【内容】 実施日：５／１９（金）～６／３０（金） 毎週金曜日 (全７回)
エクセル2013を使って、基本操作やデータ入力、書式設定、
編集方法、表やグラフの作成、計算式の挿入や関数を学習し
ます。
【対象】 どなたでも （定員８人）
【申込】 ５／１２（金）まで （受講料 4,000円）＊別途ﾃｷｽﾄ代が必要

20日 ( 土 )

きのこの森づくり

【問合せ】 環境政策課 ／ 林政係

℡ 52-3131

【場所】 森林センター
【時間】 ９：３０～
【内容】 シイタケ栽培のほだ木づくりをします。 秋の収穫祭への仕込
み作業で、シイタケづくりが体験できます。
＜技術指導＞ 釧路総合振興局森林室
【対象】 どなたでも （参加無料） 定員５０人
【申込】 ５月1７日（水）までに、森林センター（℡52-6823）又は林政係
【持物】 作業着など動きやすい服装

20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）

【時間】 １３：３０～

【対象】 幼児～大人まで（無料）

21日 ( 日 )

絵本のひろば

【問合せ】 保健福祉課 ／ 子育て支援ｾﾝﾀｰ

【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

27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

28日 ( 日 )

町民の森植樹祭

【問合せ】 環境政策課 ／ 林政係

℡ 52-3131

【時間】 １０：００～１３：００
【内容】 広葉樹の植樹のほかに、町民の森植樹祭が次世代に語り継
がれるよう、サクラの記念植樹を行います
植樹終了後には地産地消メニューの昼食があります
昼食・植樹道具は主催者側で用意します
＜集合＞ 役場庁舎前に９：３０までに集合（バス移動）
【対象】 どなたでも （参加無料） 定員６００人
【申込】 ５／１８（木）まで
【持物】 作業着などの植樹しやすい服装

【６月の行事等】
1日

ヘルシー教室

(木 )

【問合せ】 保健福祉課 ／ 健康づくり係

【場所】 あみか２１
【時間】 １０：００～１４：００
【内容】 「糖尿病の予防について」
バランス食の調理実習と講話
献立 ： ご飯、ひじきときのこの味噌汁、ゆで豚の南蛮漬け、山
芋とキウイの和え物、ミルクもち
【対象】 一般成人 （材料費 300円） ＊エプロン・三角巾持参
【申込】 ５／２５（木）まで

3日

ネイパルおとまり会

(土 )

【問合せ】 ネイパル厚岸

℡ 52-1151

【場所】 ネイパル厚岸
【内容】 ドキドキ ワクワク♪
ボランティアのおにいさん、おねえさんといっぱい遊ぼう★
日程 ① ６／ ３（土）～６／ ４(日) 1泊2日
② ６／１７（土）～６／１８(日) 1泊2日
【対象】 小学１・２年生 （定員４０人）

℡ 67-7700

【場所】 真龍小学校多目的ホール
【時間】 １０：００～１２：００
【内容】 厚岸町内の各中学校を代表した中学生による弁論大会
～どなたでもご来場いただけます～

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】

℡ 53-3333

厚岸町「少年の主張」大会

【問合せ】 教委生涯学習課 ／ 生涯学習係

24日 ( 水 )

℡ 53-4337

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・・・
℡ 53-4337

子育て支援ｾﾝﾀｰ (ｺｱぽんと内) 【時間】 １０：３０ ～
手づくりおもちゃ
町内に住む就学前のお子さんと保護者
５／１９ (金)まで

地

域

で

す

す

め

る

あいさつ声かけ運動

－３－

「厚岸町少年の主張」大会
日時：

５月２１日 (日)
１０：００～１２：００

場 所 ： 真龍小学校
（１Ｆ多目的ホール）

町内各小中高等学校の主な行事等（５月）
【真龍小学校】
1･2日：家庭訪問
8日：PTA役員会
10日：PTA専門部会
16日：読み聞かせ
17日：避難訓練
19日：児童総会
24日：街頭指導
26日：遠足

厚岸町真栄２－１
町内各中学校の代表生徒による
弁論大会です。
中学生が日頃考えていることや
日常の中で体験して感じたことなどを発表します。
※どなたでもご来場いただけます。
この大会の最優秀賞受賞者は、７月26日(水)に
開催される「少年の主張」釧路総合振興局地区大
会に推薦されます。

【問合せ】 教育委員会生涯学習係 TEL ６７－７７００

姉妹都市中学生等国際交流
募集予告！！
オーストラリア・
クラレンス市で
ホームステイして
みませんか♪♪
【日 程】 平成３０年３月１８日（日）～３月２５日（日）
【対 象】 町内各中学校の１・２年生（８人）
厚岸翔洋高等学校の1･２年生（２人）
【申込み】 各学校から配布される応募用紙を提出（６月配布）
【経 費】 １００,０００円程度／人（予定）
【その他】 事前研修・事後研修の他、報告会を行います。
【 問合せ】 姉妹都市中学生等国際交流事業実行委員会
（事務局） 厚岸町教育委員会生涯学習係 TEL６７－７７００

【厚岸小学校】
1･2･8日：家庭訪問
2日：避難訓練
9日：知能検査 (3･5年)
12･26日：児童委員会
12･19･26日：読み聞かせ
18･30日：図書館ﾊﾞｽ
19日：ｸﾗﾌﾞ
23日：ﾆﾎﾛ見学 (5年)
25日：開校記念日
【太田小学校】
2日：交通安全教室
2･17日：図書館ﾊﾞｽ
8日：避難訓練
9日：知能検査
10･15･16日：体力ﾃｽﾄ
11日：児童総会
15日：交通安全宣言展
16･23･30日：ALT
17日：参観日･懇談会
24日：ｸﾘｰﾝ作戦

【高知小中学校】
1日：避難訓練
2日：少年の主張校内選考会
2･9･16･23･30日：ALT (中)
8･17日：PTA･自治会合同役員会
9日：家庭訪問
12日：読み聞かせ
12･26日：児童会・生徒会
図書館ﾊﾞｽ
18･25日：ALT (小)

【真龍中学校】
1日：家庭訪問
1･8･11･18･25日：ALT
2日：生徒総会
8日：修学旅行団結式
9日：交通安全教室 (1･2年)
9～12日：修学旅行
10日：炊事遠足 (1･2年)
15日：PTA役員会・学級役員会
PTA専門委員総会
18･30日：図書館ﾊﾞｽ
19日：PTA委員総会
26日：PTA交流会
28日：開校記念日
【厚岸中学校】
8日：修学旅行団結式
9～12日：修学旅行
11･25日：図書館ﾊﾞｽ
12･19･22･26日：ALT
12･19･26･29日：図書室開放
25日：社会見学 (1年)
27日：開校記念日

【太田中学校】
1日：避難訓練
2･17日：図書館ﾊﾞｽ
10日：開校記念日
12日：ｸﾘｰﾝ作戦
17･24･29･31日：ALT
18日：PTA会議
19日：春の球技大会

【翔洋高等学校】
1日：開校記念日
2日：振替休日
12日：長期乗船実習終了
17日：交通安全教室 (1･2年)
28日：植樹祭
29日：植樹祭代休(2年)
【各中学校】
21日：少年の主張大会 (真小)

カヌーやヨットなどの海洋スポーツを楽しもう！！
Ｂ＆Ｇ海洋クラブ員

会員募集！！
【内容】 カヌーやOPヨットなどの海洋スポ
ーツを楽しみます。
＊Ｂ＆Ｇ全道スポーツ交流大会に参加できます。
【期間】 ６月～９月（土曜日の午後）
【対象】 小学校4年生以上高校3年生までの男女
＊ 活動内容等、詳しくはお問い合わせ下さい。

Ｂ＆Ｇ海洋センターとしてヨットの技術を学べる
のは釧路・根室管内では厚岸町だけ！
【問合せ】 厚岸町Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL５２－７７８５

－４－

平成29年度

山形県村山市で色々な
体験活動を楽しもう♪♪
【日

程】

平成２9年７月

【対

象】

町内の小学４年生～６年生

おっかなびっくりのじゅんさい取り体験

２９日（土）～ 8月１日（火）
【募集人員】

１５人

（H27年度に村山市で開催した子ども交流事業に参加した児童を除く）

【申込み】

参加希望者は次の書類を各学校に提出してください。
①「参加申込書」
②「子ども交流事業でやりたいこと・楽しみたいこと・参加したい
理由」を書いた作文 （原稿用紙１枚程度）

【主な内容】・村山市役所表敬訪問、スイカ収穫、そば打ち体験、川遊び、

とっても"あま～い"スイカの収穫体験

魚つかまえ体験、じゅんさい収穫、徳内神社参拝、バラ公園見学、
徳内記念館見学、プルーン収穫など
※ 事業内容は変更となる場合があります。

５月２６日（金）

【申込み締切り】

＊ ７月１日（土）午前９時～
真龍小学校にて事前研修会を
開催します。

【参加経費】２０,０００円／人

【問い合わせ先】 ： 友好都市子ども交流実行委員会 （事務局） 教育委員会生涯学習係 (TEL 67-7700 FAX 67-7701）

厚岸情報館パソコン講座
５月からワード基礎・エクセル基礎コースが始まります。
各コースとも募集中！
コース名

期間・時間

内

容

５月１９日（金）～６月３０日（金）
エクセル2013を使って、基本操作やデータ入力、書式設定、編集方法、表
毎週金曜日
やグラフの作成、計算式の挿入や関数を学習します。
５／１９・２６
（全７回）
作例をしながら進めますのですぐに活用できる技術を取得できます。
６／２・９・１６・２３・３０
午後７時～午後９時

エクセル基礎
コース

ワード基礎
コース
（全７回）
午後７時～午後９時

７月１４日（金）～９月１日（金）
毎週金曜日
７／１４・２１・２８
８／４・１８・２５ 、 ９／１

ワード2013を使って、簡単な文章を見やすく楽しいレイアウトができるように、
文字の大きさや字体を変えたり、図や写真の挿入方法などを学習します。
実際に文章を作成しながら色々なテクニックを学習します。
１回目は文字入力から！ 文字入力が苦手な方でも大丈夫です！

【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】各コース８名 【受講料】 各ｺｰｽ 4,000円 （別途テキスト代が必要です）

【問い合わせ・申込み】 本の森厚岸情報館 ℡ ５２－２２４６ fax ５３－２１１１

♪ 本の森厚岸情報館 及び 分館は ＧＷ中 （５/３ ～ ５/５） も開館しています ♪
【２日(火)・１７日（水）】
太田へき地保育所 9:55～10:05
太田小学校
10:10～10:25
太田郵便局
10:30～10:45
太田中学校
12:55～13:10
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
13:20～13:30
心和園
13:35～13:45
【１２日（金）】
子夢希児童館

【１８日(木)・３０日（火）】
厚岸小学校
10:10～10:30
さくら幼稚園
14:30～14:50
真龍中学校
15:30～15:45
【３０日（火）】
厚岸保育所
カトリック幼稚園

【１８日（木）】
15:00～15:20 友遊児童館

厚岸情報館 図書館バス

【１２日(金)・２６日(金)】
若松地区集会所 11:30～11:45 巡回日程 (５月)
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 【１１日(木)・２５日（木）】
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（門静） 10:15～10:30
【１０日(水)・２４日（水）】
ネイパル厚岸
14:25～14:45
14:00～14:20
片無去（のんき村前)11:00～11:15 床潭郵便局
15:00～15:20
15:00～15:15
片無去集会所
11:20～11:30 厚岸中学校
15:40～15:55
上尾幌コミセン
11:50～12:00 【２５日（木）】
尾幌郵便局
12:30～12:45 真竜保育所
13:10～13:30
15:00～15:20 翔洋高等学校
15:35～15:45 宮園保育所
13:50～14:10
－３－

