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生涯学習カレンダー

6

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

(木 )

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

9日

すくすくひろば

(金 )

【問合せ】 保健福祉課 ／ 子育て支援ｾﾝﾀｰ

℡ 53-4337

【場所】 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＞ ６／１（木） ～ ６／３０（金）
*月曜日および祝日の翌日を除く

【場所】 あみか２１
【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】 就学前のお子さんと保護者

【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

10日 ( 土 )

1日

【問合せ】 厚岸情報館

ヘルシー教室

(木 )

【問合せ】 保健福祉課 ／ 健康づくり係

小さな本の大きなせかい

℡ 53-3333

【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

℡ 52-2246

【場所】 情報館 (2F会議室)
【時間】 １３：３０～１６：００
【内容】 ①13：30～14：00 クイズ「これ、なんのいきもの？」
②14：10～14：40 おはなし会「せかいはひろいな大きいな」
③14：50～16：00 工作会「ポリぶくろスクリーンを作ろう！」
工作会の定員２０名（受付順）
定員に達していない場合は、当日も受付します

11日 ( 日 )

渚！体験！潮干狩り！

【問合せ】 まちづくり推進課 ／ 観光係

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）

3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

厚岸町生きがい大学

【問合せ】 教委生涯学習課 ／ 生涯学習係
【場所】 真龍小学校
【内容】 ●健康講座

℡ 67-7700

【時間】 １０：００～１４：００
「認知症サポーター講座」
講師 保健福祉課職員
●クラブ活動 福祉スポーツ、書道、陶芸、筆遊びアート
和紙絵、カルトナージュ

【備考】 随時入学可能です
お気軽にお問い合わせください

℡ 52-7785

【場所】 宮園公園野球広場
【時間】 ９：００～
【内容】 一般男子、一般女子のトーナメント戦

小児救命講習

【問合せ】 保健福祉課 ／ 健康づくり係
℡ 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】 就学前のお子さんと保護者
(木 )

町民ソフトボール大会

【問合せ】 教委体育振興課 ／ 体育振興係

12日 ( 月 )
絵本のひろば

(水 )

【問合せ】 保健福祉課 ／ 子育て支援ｾﾝﾀｰ

8日

【場所】 集合：子野日公園駐車場
【時間】 受付９：００～９：３０
【内容】 ＜実施日＞ ６／１１(日) ６／２５(日)
チカラコタン地区のアサリ漁場で潮干狩りを行います。
主催者側で用意する容器1杯分（約1.5㌔）は持ち帰ることが
できますが、それ以上は1杯500円です。
主催 ： 厚岸漁業協同組合／厚岸観光協会
【申込】 各実施日の３日前までに厚岸観光協会事務局まで
中学生以上＝1,500円 小学生＝1,000円 幼児＝無料
【持物】 長靴、くま手など

11日 ( 日 )

子ども映画会

(土 )

℡ 52-3131

℡ 53-3333

【場所】 子育て支援ｾﾝﾀｰ (ｺｱぽんと内) 【時間】 １３：３０～１５：３０
【内容】 子どもの事故に対する救急対応や救命処置の講習を行いま
す
講師 ： 厚岸消防署 救急救命士
【対象】 お子さんを養育している人
＊お子様連れの参加も可能です
【申込】 ６／８（木）まで （定員：２０人）

14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】 9:00～／10:00～
【内容】 ・あかちゃんに関する相談
・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
【対象】 ９：００～ H28年11月生れ ／ １０：００～ H29年2月生れ

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 TEL 67-7700 FAX 67-7701）
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16日 ( 金 )

23日 ( 金 )

教科書展示会

【問合せ】 教委管理課 ／ 学校教育係

℡ 52-3131

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】 厚岸情報館／役場町民ホール 【時間】 各開館時間内
【内容】 現在、町内の児童生徒が使用している教科書や全国の小中
学校で使用されている教科書を展示します。
【開催期間と場所】
６月１６日(金)～６月２９日(木) ： 厚岸情報館
６月３０日(金)～７月 ７日(金) ： 役場１Ｆ町民ホール

【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】 就学前のお子さんと保護者

16日 ( 金 )

【問合せ】 まちづくり推進課 ／ 観光係

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
【対象】 町内在住の妊婦とその家族 (参加無料)

16日 ( 金 )

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １９：００～
【内容】 上映作品 『雨に唄えば』 （約１０５分）
【対象】 一般 （無料）

17日 ( 土 )

初心者パークゴルフ教室

【問合せ】 教委体育振興課 ／ 体育振興係

第５７回 あっけし あやめまつり

℡ 52-7785

【場所】 宮園公園パークゴルフ場
【時間】 ９：００～１２：００
【内容】 初心者を対象としたパークゴルフ教室（用具のない人も参加
できます）
【対象】 厚岸町民で、これからパークゴルフを始めたい人
【申込】 ６／１４（水）まで （定員２０人：先着順） 無料

℡ 52-3131

【場所】 あやめヶ原
【内容】 あやめヶ原は100ヘクタールの原生花園に約30万株のヒオウ
ギアヤメが咲き誇ります。また、会場では厚岸で水揚げされた
牡蠣やコンブの加工品なども販売します。
＜開催期間＞ ６／２４(土)～７／２(日)
主催 ： 厚岸観光協会

24日 ( 土 )

名作映画鑑賞会

【問合せ】 厚岸情報館

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

24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）

25日 ( 日 )

ふるさと教室

【問合せ】 海事記念館

17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

17日 ( 土 )

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １３：３０～
【内容】 上映作品 『雨に唄えば』 （約１０５分）
【対象】 一般 （無料）

初心者カヌー教室

【問合せ】 教委体育振興課 ／ 体育振興係

℡ 52-7785

【場所】 Ｂ＆Ｇ海洋センタ－艇庫
【時間】 ９：００～
【内容】 初心者を対象としたカヌー教室
【対象】 一般および小学４年生以上の人（保護者同伴であること）
定員２０人 （無料）
【申込】 ６／９（金）まで

21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】

【場所】 集合：海事記念館
【時間】 ８：３０～１６：３０
【内容】 釧路市の北斗遺跡や展示リニューアルした釧路市立博物館
等を巡り、近隣地域の文化財や歴史を学習します。
10：00 温根内ビジターセンター ⇒ 11:00 北斗遺跡 ⇒
(昼食：釧路市内) ⇒ 14:00 釧路市立博物館
【申込】 ６／１８ (日)まで (定員１５人) ／参加料：２００円（保険代）
＊昼食代と各館の入館料は実費負担

名作映画鑑賞会

【問合せ】 厚岸情報館

18日 ( 日 )

℡ 52-4040

子育て支援ｾﾝﾀｰ (ｺｱぽんと内)
新聞紙であそぼう
就学前のお子さんと保護者
６／１６ (金)まで

℡ 53-4337

【時間】 １０：３０ ～

【７月の行事等】
2日

(日 )

町民パークゴルフ大会

【問合せ】 教委体育振興課 ／ 体育振興係
【場所】
【内容】
【対象】
【申込】

℡ 52-7785

宮園公園パークゴルフ場
【時間】 受付８：３０
パークゴルフ大会
町内在住の人
６／２３（金）までに参加料を添えて申込用紙を体育振興係に
提出 （参加料７００円／人）
＊申込用紙は宮園公園パークゴルフ場にあります

19日 ( 水 )

「社会を明るくする運動」 街頭啓発パレード

【問合せ】 教委生涯学習課 ／ 青少年育成ｾﾝﾀｰ ℡ 67-7700
【場所】 湖北地区及び湖南地区
【時間】 開会式１５：０５
【内容】 犯罪や非行、交通事故のない明るい社会を築くための啓発と
して街頭パレードを行ないます
＊各学校の器楽部や生徒会・児童会等によるﾊﾟﾚｰﾄﾞ予定
情報館前出発（15：30） 厚岸消防署前出発（16：10）

平成29年度厚岸情報館春の子ども読書推進事業

日時：

６月１０日（土）

１３：３０～１６：００
場 所 ： 本の森情報館（２Ｆ会議室）

①13：30～14：00 クイズ「これなんのいきもの？」
しゃしん をみて なんの いきものか あてるクイズです
さんか した ひとに プレゼント が あるよ♪

②14：１0～14：40

おはなし会 「せかい は ひろいな 大きいな」

町内各小中高等学校の主な行事等（６月）
【真龍小学校】
5日：授業参観
9日：避難訓練
13日：読み聞かせ
20日：学校評議員会
21日：運動会総練習
25日：運動会
26日：振替休業日

【真龍中学校】
1･8･12･15･22･29日：ALT
3日：体育大会前日準備
4日：体育大会
5･6日：振替休業日
9日：PTA交流会
13･14日：定期ﾃｽﾄ
14日：AirDo航空教室
15･29日：図書館ﾊﾞｽ

【厚岸小学校】
2日：遠足
8･23･30日：読み聞かせ
15･29日：図書館ﾊﾞｽ
21日：運動会総練習
25日：運動会
26日：振替休業日

【厚岸中学校】
2日：英語検定
2･9･12･19･23･30日：ALT
2･5･9･12･16・26日：
放課後図書室開放
6日：避難訓練
8･22日：図書館ﾊﾞｽ
15日：AirDo航空教室
21･22日：期末ﾃｽﾄ

「大きい」や「せかい」をテーマにしたかみしばい や
えほんなどのおはなし会です♪

③14：50～16：00

工作会 ポリぶくろスクリーンを作ろう！
ポリぶくろをかぶ
せると・・・

大きく
見えるよ！

人数：20名 (受付先着順)
＊人数に達していない場合は
当日も受付けします
小学生未満の
お子さんは
保護者と一緒
にきてください。

【問合せ】 厚岸情報館 TEL５２－２２４６

姉妹都市中学生等国際交流
参加者募集！！

【太田小学校】
2日：役場見学 (3年)
6･13･20･27日：ALT
7･21日：図書館ﾊﾞｽ
8日：運動会総練習／合同練習
11日：小中合同運動会
12日：振替休業日
16日：ｺﾝｷﾘｴ･情報館見学 (3年)
27日：水鳥観察館 (1･2年)
30日：水泳教室
【高知小中学校】
1･8･15･22･26･27･29日：ALT(小)
2日：英語検定
4日：運動会
5日：振替休業日
6･13･20･27日：ALT (中)
9日：読み聞かせ
9･23日：図書館ﾊﾞｽ
15日：AirDo航空教室 (太田中)
16日：遠足 (小)
21･22日：期末ﾃｽﾄ (中)
30日：参観日
【各中学校】
17･18日：中体連 (野球･陸上)
24･25日：中体連 (野球・羽球
ｻｯｶｰ・ﾊﾞｽｹｯﾄ・柔道)

【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 （定員：８人）
厚岸翔洋高等学校の1･２年生 （定員：２人）
【申込み】 参加希望者は下記書類を各学校に提出してください。
①「参加申込書兼保護者承諾書」
＊６月中に各学校から配付予定
②参加するにあたっての作文４００字程度
【内 容】 ホームステイ、学校交流、ボノロング動物園等の見学
など。
【締 切】 ７月３１日（月）
【経 費】 １００,０００円程度／人（予定）
【その他】 事前研修 (10回程度)・事後研修 (2回程度)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

－３－

【太田中学校】
2日：英語検定
7･14･21･26･28日：ALT
7･21日：図書館ﾊﾞｽ
8日：運動会総練習
11日：小中合同運動会
12日：振替休業日
15日：AirDo航空教室
16日：学力ﾃｽﾄ (3年)

【翔洋高等学校】
2日：英語検定
4日：危険物取扱者試験
6～9･12日企業実習
9日：ﾈｯﾄﾄﾗﾌﾞﾙ防止･防犯教室
日本語検定
10日：ｻｰﾋﾞｽ接遇検定
13･14日：高2高看模試
14･28日：図書館ﾊﾞｽ
15日：非行防止教室 (1年)
花いっぱい運動
16日：漢字検定
17日：秘書検定／ﾆｭｰｽ検定
語彙・読解力検定
18日：珠算･電卓検定
19日：硬筆･毛筆書写検定
21～23日：企業実習
26日：簿記検定

厚岸町と姉妹都市のクラレンス市（オーストラ
リア・タスマニア州）で、ホームステイや学校
体験などを通して、国際交流しませんか♪♪
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厚岸町少年の主張大会 ＝＝

5月2１日（日）

≪最優秀賞≫ 『 みんな同じ みんな違う 』

真龍小学校にて開催

太田中学校３年

本 庄 美 姫 さん

「お金をもってこい」「賠償金あるだろ」
これは、東日本大震災による福島第一原発事故の影響で、福島県から横浜市へ避難した男の子に投げつけられた
言葉です。彼は、転校先の学校でお金を要求されたり、ばい菌扱いされたり、殴る蹴るなどのいじめを受けていま
した。男の子は「何度も死のうと思った」と手記に残しています。差別から生まれたいじめは、一人の人間の尊い
命を奪う寸前まで追い込んでいたのです。彼だけではありません。原発避難者への差別や偏見は今もやまず、彼ら
は生きづらさを抱えています。
『差別』―偏見などによって他と区別し、不平等な扱いをすること。
人種・国籍・肌の色・学歴・職業・性別・病気・障がい・趣味・好きなもの……たくさんの差別があります。では、
あなたは差別をされたことがありますか。差別をしたことがありますか。
私が小学生の頃のことです。同じ趣味を持つ友達と毎日のように趣味の話をしていました。しかし、同じクラス
の子に「なにそれ、そんなのが好きなの」と言われたことをきっかけに、まわりからも「変なの」といった声が上
がるようになりました。はじめは気にしていませんでしたが、批判的な言葉が増えるにつれて、「嫌だな」という
気持ちが大きくなっていきました。自分の好きなものを否定されることへの不安。周りに特別扱いされているとい
う恐怖。クラスの人たちと話すことが怖くなりました。私は今も、誰かに自分のことを伝える際に「変だと思われ
ないかな」と不安を感じてしまいます。
逆に、私自身が偏見を持って人と接したこともあります。今まで関わったことのなかった上級生の悪い評判を耳
にして、何となく彼らを避けてしまったことがありました。いま思えば、それは無自覚の差別だったのです。
人は、自分とは違うものを排除しようとします。相手と自分を比べて、上に立とうとします。差別することで自
分を守る。本能ともいえるこの行為を、私は止めたい。それは、差別に傷つく人がいるからです。差別がいじめを
生むからです。
すべての人は、同じ仕組みでできています。脳があって、体があって、そして心がある。みんな同じです。でも、
私たちは同じであることを忘れて、違いばかりに目を向けてしまいます。違って当たり前なのに。
自分と違うこと、自分が理解できないことは、おかしなことだと決めつけないでください。自分は、正しい知識
を持っていないのかもしれない。相手を理解しようとする優しさや思いやりが足りないのかもしれない。あなたが
差別をなくす一歩を踏み出すことで、苦しみから解放される人は必ずいます。
みんな同じで、みんな違う。私はこのことを忘れずに、
これからもたくさんの人と関わって生きていきます。

＜厚岸町少年の主張大会結果＞
最優秀賞 本庄
優秀賞
赤平
優秀賞
高橋

美姫 さん
(太田中３年)
惇哉 さん
(真龍中２年)
みなみ さん (真龍中３年)

*「少年の主張」釧路総合振興局地区大会(７月２６日開催)
に最優秀賞の本庄さんが出場予定です。

【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
【９日（金）】
子夢希児童館

【１５日(木)・２９日（木）】
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
【２９日（木）】
厚岸保育所
カトリック幼稚園

【１５日（木）】
15:00～15:20 友遊児童館

厚岸情報館 図書館バス

【９日(金)・２３日(金)】
若松地区集会所 11:30～11:45 巡回日程 (６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 【８日(木)・２２日（木）】
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（門静） 10:15～10:30
【１４日(水)・２８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 【２２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
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