
＊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】 海事記念館 52-4040℡

水( )4日 プラネタリウムの夜間投映

どなたでも（中学生以下は保護者同伴）※参加無料

１９：００～１９：３０

プラネタリウムの夜間投映を実施します　　　　　　　　　　　　　
幼児向け夏番組『夏の星座と七夕物語』の他、夏の星座に　
関するアニメを投映します！

海事記念館（プラネタリウム室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 申込み不要（当日、直接海事記念館へお越し下さい）

【問合せ】 保健福祉課 子育て支援センター 53-4337℡

水( )4日 絵本のひろば

就学前のお子さんと保護者

１１：００ ～ １１：３０

情報館の司書が絵本や紙芝居の読み聞かせをします
また、お母さん向けの本の紹介や本の貸出しも行います

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】 保健福祉課 健康づくり係 53-3333℡

木( )5日 ３歳児健康診査

H２６年７月６日～H２７年７月５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】 海事記念館 52-4040℡

土( )7日 「DVD厚岸の獅子舞」鑑賞会

どなたでも　※参加無料

１４：３０～１５：００

平成２６年度に制作したDVD「厚岸の獅子舞」を上映し、学芸
員が作成秘話や獅子舞の歴史などについて解説します！

海事記念館(プラネタリウム室)

【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℡

月( )9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

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】 生涯学習課 生涯学習係 67-7700℡

水( )11日 ベビー★キッズヨガ親子体験講座

生後１ヶ月～幼児未就園児の子どもとその母親　　　　　　　　 
（募集は終了しています）

１０：００～１１：３０

ヨガを通して親子間のコミュニケーションをはかりましょう！
講師：健康体操スペシャリストスポーツインストラクター　     
　　　  石橋 美由紀 氏
＜共催：保健福祉課健康づくり係＞

真龍小学校（作法室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 ネイパル厚岸 52-1151℡

金( )13日 ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌﾗｲﾃﾞｰ七夕ｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟｰﾃｨｰ

家族、小学３年～中学３年 （定員４０名）

ネイパル厚岸でスペシャルなフライデーを！！
＜日程＞　７／１３（金）～７／１４(土)　１泊２日

ネイパル厚岸

【内容】

【対象】

【場所】

【問合せ】 温水プール 52-6631℡

金( )13日 水中ウォーキング教室

町内の高校生以上の方（施設使用料が必要です)

１９：００～２０：００

水の抵抗や浮力を利用した有効安全な有酸素運動として時
間内水中をウォーキングします
＜実施日＞ ７／１３（金）・１８（水）・２０（金）・２５（水）・２７（金）

温水プール

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 ７／５（木）～７／１２（木）　先着１５人

【持物】 水着、水泳帽、ゴーグル、タオルなど

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

金( )13日 名作鑑賞会

一般 （無料）

１９：００～

上映作品 『アイ,ロボット』  （約１１５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( )14日 ネイパルおとまり会

小学１・２年生 （定員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＞　７／１４（土）～７／１５(日)　1泊2日

ネイパル厚岸

【内容】

【対象】

【場所】

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )14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( )14日 名作鑑賞会

一般 （無料）

１３：３０～

上映作品 『アイ,ロボット』  （約１１５分）

情報館 （2Ｆ視聴覚室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 海事記念館 52-4040℡

月( )16日 海事記念館無料開放の日

海事記念館を、「海の日」にあわせて無料開放します

海事記念館

【内容】

【場所】

【問合せ】 教育委員会 青少年育成ｾﾝﾀｰ 67-7700℡

水( )18日 「社会を明るくする運動」　街頭啓発パレード

開会式１５：０５

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） 旧厚岸消防署前出発（16：10）

湖北地区及び湖南地区

【内容】

【場所】 【時間】
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【問合せ】 保健福祉課 健康づくり係 53-3333℡

水( )18日 あかちゃん相談とブックスタート

○H２９年１２月生れ９：００～ ○H３０年３月生れ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】

【場所】

【問合せ】 保健福祉課 子育て支援センター 53-4337℡

金( )20日 絵本のひろば

就学前のお子さんと保護者

１１：００ ～ １１：３０

情報館の司書が絵本や紙芝居の読み聞かせをします
また、お母さん向けの本の紹介や本の貸出しも行います

あみか２１

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 ネイパル厚岸 52-1151℡

土( )21日 ネイパルおとまり会

小学１・２年生 （定員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＞　７／２１（土）～７／２２(日)　1泊2日

ネイパル厚岸

【内容】

【対象】

【場所】

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )21日 子ども映画会

幼児～大人まで（無料）

１３：３０～

上映作品 『ガリバー旅行記』 　(約８５分)

情報館 （2Ｆ視聴覚室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 生涯学習課 生涯学習係 67-7700℡

水( )25日 「少年の主張」釧路総合振興局地区大会

どなたでも

１３：３０～１６：００

「少年の主張」厚岸大会で最優秀賞の車塚花瑠香さん（真龍
中）が出場します

釧路高等技術専門学院（釧路市）

【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( )25日 遊びのひろば

就学前のお子さんと保護者

１０：３０ ～

たなばたあそび

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】 ７／２０ (金)まで

【問合せ】 生涯学習課 生涯学習係 67-7700℡

木( )26日 厚岸町生きがい大学

概ね６５才以上の方　（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

●笑いヨガ講座　 講師　 菅原　堅治　氏　
●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

真龍小学校

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 ネイパル厚岸 52-1151℡

金( )27日 くしろアウトドアキッズ

小学３年～中学３年　（定員：２０人）

＜実施日＞　７／２７(金) ～ ７／３０(月)　2泊3日

ネイパル厚岸

【内容】

【対象】

【場所】

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )28日 ２０１８ 本の森フェスティバル

幼児～大人まで

１０：００ ～

＜期間＞　７／２８（土）、２９（日）の２日間 （第３面に詳細）

情報館 ・ くらしの交流広場

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 ネイパル厚岸 52-1151℡

月( )30日 ジュニアリーダーコース

中学生、高校生（定員４０人）

地域で活躍する、次代を担う青少年リーダーを育てます！
＜日程＞７／３０（月）～８／１（水）　２泊３日

ネイパル厚岸

【内容】

【対象】

【場所】

【問合せ】 生涯学習課 生涯学習係 67-7700℡

月( )30日 ベビーマッサージ体験講座

生後２～７ヶ月の乳児とその母親 （募集は終了しています）

１０：００～１１：００

専用のオイルを使い、お母さんの手のひらで乳児のお腹や胸
、腕などのマッサージを行ないます
　 講師：ロイヤルセラピスト協会認定講師　成田　美生 氏
＜共催：保健福祉課健康づくり係＞

あみか２１

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 生涯学習課 生涯学習係 67-7700℡

火( )31日 友好都市子ども交流事業

厚岸町の児童と友好都市である山形県村山市の児童が、　　
様々な体験活動を通して交流を深めます！
＜期間＞７／３１（火）～８／３（金）　　　　　　　　　　　　　　　　
※厚岸町児童は７／３１（火）～８／２（木）まで

厚岸町内

【内容】

【場所】

【申込】 募集は終了しています。

◆ ◇ 募集 ◇ ◆

【問合せ】厚岸情報館 TEL ５２－２２４６

７月２９日（日）に行われる本の森フェスティバルの

フリーマーケットの出店者と古本市の本・ＣＤ・ＤＶＤ

を募集しています！

家庭の不要品や趣味の収集品などの出店者を

募集しています！高校生も参加可能♪

○申 込 ７／１２（木）まで

○注意事項 非営利の個人、団体に限ります

生き物、飲食物、食品の販売は

できません

古本市に出品する古本、漫画、ＣＤ、ＤＶＤなどを

募集しています！

○申 込 ７／２２（日）まで

○注意事項 雑誌、事典、辞典は受け取れません



【７／２８（土）・２９（日）共通】

【７／２８（土）】

【７／２９（日）】

13：40～14：10 ★ おはなしショータイム

10：00～14：00

★

★

紙飛行機で遊ぼう

プロフィールカードをつくろう！（先着３０人）

14：30～16：30 ★ カプラであそぼう

10：00～

10：00～12：00 ★ プロフィールカードをつくろう！（先着３０人）

★ 野焼きパンをつくろう！

★ 自然の素材を活かした工作教室

　フリーマーケット・古本市・のんき村・工房るうぷ
　ぷらっと販売（雨天時は１２：００まで）

11：00～12：00

13：00～14：30

・スポーツクイズ

・スポーツのぬりえをしよう

10：00～

発表 ・くじらくんぬりえコンクール

・大人のぬりえ　・絵手紙作品　・短歌作品

・ウツミマサミツ氏作品展示　・筆遊び

・ちいさな絵本箱活動展示

・インターネット開放　・Wi-Fi利用の開放

・木のおもちゃであそぼう

★

★

・スタンプラリーシールをゲット
（本を３冊以上借りたらシール１枚プレゼント）

★

展示
(8/5
迄) ・ファイターズ選手のおすすめ本の展示

10：00～11：30 ★ 選手になりきり！？写真撮影会（先着３０人）

10：20～11：00 ★ 体力測定をしよう！

13：00～13：35 ★ またきたよ！あの紙芝居屋さん！

10：30～12：00 ★ 図書館バス公開

14：10～15：20 ★ 図書館でスポーツ大会

13：00～14：00 ★ 選手になりきり！？写真撮影会（先着３０人）

13：00～14：00 ★ 簡単工作会（定員２０人、受付先着順）

【厚岸小学校】

3日：体力ﾃｽﾄ (中)／参観日（高）

4日：体力ﾃｽﾄ (低)

5日：参観日 (低)／体力ﾃｽﾄ (高)

13日：読み聞かせ

20日：3校クリーン作戦

26･27日：パワーアップ学習

【真龍小学校】

5日：参観日（1～3年）

9日：生活ﾘｽﾞﾑﾁｪｯｸ週間（～15日)

9日：参観日 (4～6年)

10日：絵本箱読み聞かせ

24日：街頭指導

26･27日：ステップアップ教室

【太田中学校】

4・11・18・25日：ALT

5・12日：水泳授業

6日：参観日

21日：土曜授業

【太田小学校】

3日：午前授業

3･10･17・19・24日：ALT

5・6日：宿泊研修

5日：森林見学（3・4年）

6日：海事記念館（4年）

12日：参観日

26日：学習サポート

【厚岸中学校】

11日：体育大会総練習

13日：体育大会

20日：3校クリーン作戦

24日：大掃除

25日：中体連壮行会

【高知中学校】

5日：参観日

6・13日：プール学習

12日：ヘルスリーダー来校

19・20日：宿泊研修

24日：生徒会

【真龍中学校】

2･6･13･20・23日：ALT

5日：避難訓練

10日：クリーン厚岸

12日：参観日／ 懇談会

試食会

20日：思春期講座

【翔洋高等学校】

2日：情報処理検定

4～6日：中間考査

6日：午前授業

11・12日：ガス溶接技能講習

14･15日：第１０回翔洋祭

17･18日：振替休業日

20日：３校クリーン作戦

25日：全校集会

26日～：夏季休業開始

26･27･30日：夏季進学講習

パソコン講座

スタンプラリーに参加しよう♪

各日「★」のついている行事に５つ参加すると

プレゼントがもらえます!!

【問合せ】本の森情報館℡ 52－22４6

【協力】 ・読み聞かせサークルちいさな絵本箱 ・紙芝居うてうての会

・絵手紙サークル“彩” ・本の森の住人 ・短歌の会 ・筆遊びクラブ

・ＮＰＯ法人のんき村 ・企業組合エーエスユー工房るうぷ

・北海道地域福祉コンサルぷらっと ・㈱丸一タバタ

・釧路総合振興局森林室 ・水鳥観察館 ・厚岸町B&G海洋センター

・スポーツ課 ・ネイパル厚岸 ・ウツミマサミツ氏 ・ウメダシズル氏

・佐藤礼子氏 ・中田美雪氏 ・長谷川孝子氏

「ＤＶＤ厚岸の獅子舞」鑑賞会

＜日 時＞ ７月７日（土）

１４：３０～１５：００

＜会 場＞ 海事記念館 （プラネタリウム室）

＜参加料＞ 無料

【問合せ】海事記念館 TEL ５２－４０４０

－３

－
町内各小中高等学校の主な行事等（７月）

＝ 学芸員の解説もあります！ ＝
ＤＶＤの作成秘話や厚岸町の獅子舞の歴史など

【各小中学校】

25日：1学期終業式(真小以外)

第一ｽﾃｰｼﾞ終了(真小)

＊夏季休業期間(～8/20)

【各中学校】

1・7日：中体連 (サッカー・バスケ)

7日：ジュニアバドミントン大会

陸上国体予選

8日：中体連（サッカー）

南部忠平記念（陸上）

24日：企業交流会

28日：吹奏楽コンクール

【その他学校関係】

6日：港まつり市中ﾊﾟﾚｰﾄﾞ

(真小・厚小･真中・厚中)

18日：社明ﾊﾟﾚｰﾄﾞ

(真小・厚小・真中・厚中

翔洋高）

＜日 時＞ ７月４日（水） １９：００～１９：３０

＜会 場＞ 海事記念館 （プラネタリウム室）

＜参加料＞ 無料

＜その他＞ 申込み不要

（当日、直接海事記念館へお越し下さい）

幼児向け夏番組『夏の星座と七夕物語』の他、

夏の星座に関するアニメを投映します！

【問合せ】海事記念館 TEL ５２－４０４０

※当日開催される「夏祭り・山車の競演」の

前にご覧ください。



誘 惑
○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。
○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番）に通報し，
　その後、学校に連絡してください。

水 泳
○プールでは施設のきまりを守り、他人に迷惑をかけないようにしましょう。
○プール以外での遊泳は絶対にしないこと。

そ の 他

○お盆、お祭り等の特別日の夜間外出については、学校の指示をきちんと守りましょう。
○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。
○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、薬物乱用は絶対にしないこと。

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、学校所
定の届けを出しましょう。

○必ず学校に届け出て、許可を
得てから行うこと。

交 通 安 全 ○交通ルールや各学校の指導を必ず守り、事故をおこしたり、あわないようにしましょう。

魚 釣 り ○安全のためライフジャケットを必ず着用し、各学校のきまりをしっかりと守りましょう。

キャンプ・山登
○保護者・教師の引率がない場
合は禁止です。

○保護者、又は保護者に準ずる
成人の引率がない場合は禁止で
す。学校に届けを出しましょ
う。

○保護者の許可を受け、学校に
届け出をすること。

○パチンコ店等への出入りはいかなる場合も厳禁です。

ゲームセンター
ゲームコーナー
カラオケボックス

○保護者同伴以外は禁止です。 ○学校の規則に従うこと。

花 火 ○必ず保護者が同伴して行いましょう。 ○学校の規則に従うこと。

小学校 中学校 高等学校

外 出 時 間 ○午後６時までです。 ○午後７時までです。 ○午後９時までです。

夜 間 外 出 ○保護者同伴以外は禁止です。

飲 食 店 等 ○保護者同伴に限ります。 ○学校の規則に従うこと。

遊 戯 場 等

【４日(水)・１８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(木)・２６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

【２６日（木）】

厚岸保育所 14:00～14:20

カトリック幼稚園 15:00～15:15

【５日(木)・１９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

【１９日（木）】

真竜保育所 13:10～13:30

宮園保育所 13:50～14:10

【１２日（木）】

友遊児童館 15:00～15:20

【６日(金)・２０日(金)】

高知小中学校 12:50～13:00

ﾄﾗｲﾍﾞﾂ地区集会所 13:20～13:40

【１１日(水)・２５日（水）】

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 (７月)

【６日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【問合せ】 厚岸町小中高児童生徒指導連絡協議会（事務局：厚岸中学校） TEL 52-2108

≪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、特に喫煙・飲酒・薬物乱用は絶対にさせないようご指導願います。

■ 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。

～ みんなで育てよう 厚岸の子どもたち ～

－４－

平成３０年度

厚 岸 町 小 中 高 児 童 生 徒 指 導 連 絡 協 議 会




