
＊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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厚岸町では、次の日程で佐藤選手が出場するスピード

スケート競技のパブリックビューイングを行います。

厚岸町民みんなで佐藤選手を応援しましょう！！

祝

【２月１９日（月）】

２０：００～

女子チームパシュート 予選

【２月２１日（水）】

２０：００～

女子チームパシュート 決勝

＊問い合せ先

厚岸町教育委員会 体育振興課 TEL ０１５３－５２－７７８５

会場は【本の森 厚岸情報館】です。

開場 １９時３０分～

【２月１０日（土）】

２０：００～

女子３０００メートル

【２月２４日（土）】

２０：００～

女子マススタート
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【問合せ】 環境政策課 林政係 52-3131℡

木( )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(木)～２月２８日(水)
　　　　　　＊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】 教育委員会 指導室 52-3131℡

木( )1日 わが家のECO発表会　展示会

開庁時間内

各家庭や個人で、エコに関わる取組について小中学生がまと
めたものを展示します
【期間】 ２／１ (木)  ～ ２／８ (木)

厚岸町役場（町民ホール）

【内容】

【場所】 【時間】

【問合せ】 ネイパル厚岸 52-1151℡

土( )3日 塘路湖、ワカサギ釣り

小学３年～中学生 （定員　各日程４０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♪
Ａ日程　２／　３（土） ～ ２／　４（日）
Ｂ日程　２／１７（土） ～ ２／１８（日）

塘路湖

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )3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 子育て支援ｾﾝﾀｰ 53-4337℡

水( )7日 絵本のひろば

就学前のお子さんと保護者

１１：００ ～ １１：３０

情報館職員が絵本や紙芝居の読み聞かせを行います
また、お母さん向けの本の紹介や本の貸出しを行います

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( )9日 名作映画鑑賞会

一般 （無料）

１９：００～

上映作品 『アンデルセン物語』  （約112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( )10日 名作映画鑑賞会

一般 （無料）

１３：３０～

上映作品 『アンデルセン物語』  （約112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( )10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】 教育委員会 指導室 52-3131℡

土( )10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

「フジツボと人との関わり」
講師　北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター
　　　　厚岸臨海実験所 特任助教　　頼末　武史 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】

【問合せ】 ネイパル厚岸 52-1151℡

土( )10日 ジョブ★マーカー

小学３年～中学３年生　（定員：４０人）

～「働くこと」を考える２日間のワークショップ～
「まじめ」 ですが 「楽しい２日間」　将来に向けてどんな勉強
や経験を積んだらよいのか、たくさんのヒントを持ち帰れます
（道民カレッジ連携講座）
期間：２／１０（土）～２／１１（日）　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℡

水( )14日 あかちゃん相談とブックスタート

９：００～ H29年７月生れ ／ １０：００～ H29年10月生れ

9:00～／10:00～

・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

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℡

木( )15日 １歳６ヶ月児健康診査

H２８年２月１６日 ～ H２８年８月１５日生れ

○小児科・歯科診察　○計測　○問診

あみか２１

【内容】

【対象】

【場所】

【問合せ】 生涯学習課 生涯学習係 67-7700℡

金( )16日 厚岸町生きがい大学

随時入学可能ですので、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

尾幌酪農ふれあい館

【内容】

【備考】

【場所】 【時間】

【問合せ】 保健福祉課 子育て支援ｾﾝﾀｰ 53-4337℡

金( )16日 絵本のひろば

就学前のお子さんと保護者

１１：００ ～ １１：３０

情報館職員が絵本や紙芝居の読み聞かせを行います
また、お母さん向けの本の紹介や本の貸出しを行います

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( )16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等を行います
<当月の内容>一般就労相談、自己理解、職業興味検査相談

情報館 (サークル室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

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）
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【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )17日 ぬいぐるみのお泊り会

１３：３０～１５：３０

①１３：３０～１４：３０　工作会（ポリ袋でぬいぐるみを作ろう！）
②１４：４０～１５：１０　ぬいぐるみとおはなし会
③１５：１０～１５：３０　ぬいぐるみのお泊り会受付

情報館 （視聴覚室･会議室）

【内容】

【場所】 【時間】

【申込】 ①工作会　　定員２０人 (受付先着順)
③ぬいぐるみのお泊り会　定員２０人 (受付先着順)
　 ＊おはなし会の参加者のみ

【問合せ】 ネイパル厚岸 52-1151℡

日( )18日 ゆめ合宿 (通学合宿)

厚岸町内の小学3年～6年生（定員30人）

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＞２／１８（日）～２／２４（土）　6泊7日

ネイパル厚岸

【内容】

【対象】

【場所】

【申込】 ２／１２（月）まで　＊定員になり次第締め切り

【問合せ】 保健福祉課 子育て支援ｾﾝﾀｰ 53-4337℡

水( )21日 遊びのひろば

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】 ２／１６ (金) まで

【問合せ】 保健福祉課 健康づくり係 53-3333℡

木( )22日 子育て講座

３ヶ月～６ヶ月のお子さんを養育されている方

１３：３０～

「離乳食レッスン」
 　　講師 ： 健康づくり係栄養士

あみか２１

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 ２／１５（木）まで　＊事前予約が必要です

【問合せ】 保健福祉課 子育て支援ｾﾝﾀｰ 53-4337℡

金( )23日 すくすくひろば

就学前のお子さんと保護者

１０：３０ ～ １１：００

保健師、栄養士への相談と身長、体重計測ができます

あみか２１

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )24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( )24日 防災キャンプ 「寒さに勝っちゃう会」

小学3年～中年生（定員40人）

寒冷地での災害に対する防災意識を高めます。
防災や避難所での生活に関する知識や技能を学校の学習と
関連付けながら学びます
＜日程＞２／24（土）～２／２5（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( )3日 ネイパルおとまり会

小学１・２年生 （定員　各４０人）

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　３／　３（土） ～ ３／　４(日)　1泊2日
　　　　②　３／１７（土） ～ ３／１８(日)　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( )9日 マタニティ・母のための心と体セルフケア講座

１３：３０～

体力があれば、子育てはもっと楽しい！有酸素運動とコミュニ
ケーションワークの講座
講師：産前・産後ｾﾙﾌｹｱｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ　永野間 かおり 氏

あみか２１

【内容】

【場所】 【時間】

【申込】 事前の申し込みが必要です
＊託児が必要な方はご相談ください

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１８日（日）～２月２４（土） ６泊７日

【場 所】 ネイパル厚岸

ちょっとだけ大きくなって

かえってきます…

【内容】 ●学習・宿題 ●パン作り

●ニュースポーツ体験 など

＊大学生ボランティア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３０人）

【参加料】 １１,０００円／人

【申込み】 ２／１２ (月)まで （定員になり次第締切り）

【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 TEL ５２－１１５１

あいさつ声かけ運動
地 域 すすで め る

平成２９年度 通学合宿 in ネイパル厚岸

コミュニケーションの第一歩は

あいさつから・・・

【３月の行事等】



【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

【８日(木)・２２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

【２２日（火）】

厚岸保育所 14:00～14:20

カトリック幼稚園 15:00～15:15

【１日(木)・１５日（木）】

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（門静） 10:15～10:30

ネイパル厚岸 14:25～14:45

床潭郵便局 15:00～15:20

厚岸中学校 15:40～15:55

【１５日（木）】

真竜保育所 13:20～13:40

宮園保育所 13:50～14:10

【８日（木）】

友遊児童館 15:00～15:20

【９日(金)・２３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

【１４日(水)・２７日（火）】

片無去（のんき村前)11:00～11:15

片無去集会所 11:20～11:30

上尾幌コミセン 11:50～12:00

尾幌郵便局 12:30～12:45

翔洋高等学校 15:35～15:45

厚岸情報館 図書館バス

巡回日程 (２月)

【９日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

－４－

【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）平成29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】

1日：新入生1日体験入学

家庭教育講座

2･9日：読み聞かせ

6日：3校交流会

7･14･21･28日：ALT

8･22日：図書館ﾊﾞｽ

22日：参観日 (低)

23日：参観日 (高)

【真龍小学校】

6日：新入学児童1日入学

保護者説明会

9日：児童総会

13日：参観日 (5･6年)

14日：読み聞かせ(小さな絵本箱)

15日：参観日 (3･4年)

16日：参観日 (1･2年)

23日：街頭指導

28日：PTA専門委員会

【太田中学校】

2日：学力ﾃｽﾄ (3年)

4日：漢字検定

6日：新入生体験入学

7日：PTA役員会

7･21日：図書館ﾊﾞｽ

7･14･19･21･28日：ALT

8日：思春期講座 (3年)

9日：参観日

21･22日：学年末ﾃｽﾄ (1･2年)

23日：ｽｷｰ学習 (1･2年)

【太田小学校】

1日：新入生1日体験入学

4日：漢字検定 (太田中)

5日：ｽｹｰﾄ教室

6･13･20･27日：ALT

7･21日：図書館ﾊﾞｽ

16日：児童総会

【真龍中学校】

1･2日：宿泊研修

1･5･8･15･22日：ALT

2･5日：学力ﾃｽﾄ

7日：新入生体験入学

保護者説明会

8･22日：図書館ﾊﾞｽ

15日：PTA役員会

21･22日：定期ﾃｽﾄ (1･2年)

【厚岸中学校】

1･15：図書館ﾊﾞｽ

2日：学力ﾃｽﾄ

2･9･16･23･26日：ALT

6日：新入生体験入学

保護者説明会

3校交流会

9･13･16･19･23･26日：

放課後図書室開放

【高知小中学校】

1日：ｽｹｰﾄ (小･中)

1･8･15･22日：ALT (小)

2日：学力ﾃｽﾄ (中)

2･5･9･16･19･23･26日：

放課後学習会 (中3)

5日：避難訓練

6･13･20･27日：ALT (中)

9･23日：図書館ﾊﾞｽ

19日：薬物乱用防止教室

21日：新1年生1日入学

23日：読み聞かせ

27日：参観日

28日：思春期保健講座

【翔洋高等学校】

1～27日：家庭学習期間(3年)

5日：小型船舶免許

5～8日：特殊無線技士講習

6日：3校交流会

7日：食品衛生管理者講習

9日：漢字検定

14･27日：図書館ﾊﾞｽ

16日：情報処理検定

18日：ｶｷDEござ～る (2K)

家族とね 話しておこう ひなん場所

（Ｈ２９あっけし防災標語 (最優秀)  厚岸小学校 5年 小島 一倖）




