
＊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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【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )4日 子ども映画会

幼児～大人まで（無料）

１３：３０～

上映作品 『ガフールの伝説』 　(約９７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℡

日( )5日 仲間とおとまりプラン

小学３年生～高校生、家族（各６０人）

到着・出発・活動オールフリープラン！　　　　　　　　　　　　　　
＊仲良しグループでネイパル厚岸が利用可能
＊５人～８人のグループで宿泊室１室をご利用いただけます　
 ※４人以下でのお申込みの場合、他のグループと相部屋に
　　なる場合があります
＜実施日＞　８／５（日） ～ ８／１０（金）

ネイパル厚岸

【内容】

【対象】

【場所】

【申込】 ８／３ (金)まで

【問合せ】 海事記念館 52-4040℡

火( )7日 厚岸町内の貝塚遺跡出土資料展               
～過去とのめぐりあい～

どなたでも

町内での発掘調査の様子や、その時に発見された土器や　
石器、骨角器を展示します！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜期　間＞８／７（火）～９／９（日）　　　　　　　　　　　　　　　　
＜入館料＞企画展観覧のみ無料

海事記念館　１階ホール

【内容】

【対象】

【場所】

【問合せ】 海事記念館 52-4040℡

水( )8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　　　　　　　　　　　　　
一般向け夏番組『天の川と夏のきら星』および『アイヌ民族星
ものがたり（夏）ナレーション：紙芝居サークル「うてうての会」』
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( )8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】 生涯学習課 生涯学習係 67-7700℡

水( )8日 釧根絵手紙移動展

どなたでも

釧路・根室管内で活動している絵手紙サークルの作品を展示
します！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜展示期間＞８／８（水）～８／１２（日）

厚岸情報館（２階会議室）

【内容】

【対象】

【場所】

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

金( )10日 名作鑑賞会

一般 （無料）

１９：００～

上映作品 『ハリーとトント』  （約１１６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℡

土( )11日 「宇宙の日」 絵画コンテスト作品展

開館時間内

町内の小中学生がイメージする「太陽系探査隊」をテーマとし
た絵画展
＜期間＞８／１１（土）～８／2６（日）
＊作品展のみの観覧は入館無料

海事記念館　１階ホール

【内容】

【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 名作鑑賞会

一般 （無料）

１３：３０～

上映作品 『ハリーとトント』  （約１１６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℡

日( )12日 ほしぞら朗読会

幼児から一般　※保護者同伴

１０：００～１０：３０

星空を見ながら、星座に関する朗読を聴きます

海事記念館（プラネタリウム室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 申込不要　※当日、直接海事記念館へお越しください

【問合せ】 ネイパル厚岸 52-1151℡

月( )13日 キャンプフェスティバル

小学３年生～中学３年生、家族（各６０人）

キャンプ初心者大歓迎！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊テントはネイパルで貸し出します
＊寝袋をお持ちでない方は貸し出します
＜実施日＞　①８／１３(月) ～ ８／１４(火)　1泊2日
　　　　　　　　 ②８／１４(火) ～ ８／１５(水)　1泊2日

ネイパル厚岸

【内容】

【対象】

【場所】

【申込】 ８／３ (金)まで

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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【問合せ】 温水プール 52-6631℡

木( )16日 バタフライ教室

クロールで呼吸をしながら２５ｍ以上泳げる、町内の高校生以
上の人（施設使用料が必要です)

１９：００～２０：００

バタフライを基礎から指導します
＜実施日＞ ８／１６～９／１３の毎週木曜日 (全５回)

温水プール

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 ８／８（水）～８／１５（水）まで　先着１５人

【持物】 水着、水泳帽、ゴーグル、タオルなど

【問合せ】 海事記念館 52-4040℡

木( )16日 夏の天体観望会

どなたでも（中学生以下は保護者同伴）※参加無料

１９：００～２０：００

プラネタリウム室で夏番組を鑑賞した後、町民広場で実際の
夜空を観察します（悪天候の場合:プラネタリウム鑑賞のみ）　
＜観察対象＞火星、夏の星座

海事記念館

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【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～

上映作品 『おやゆび姫』 　(約８７分)

情報館 （2Ｆ視聴覚室）

【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( )22日 あかちゃん相談とブックスタート

○H３０年４月生れ９：００～ ○H３０年１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】 温水プール 52-6631℡

水( )22日 幼児（年長）水泳教室

来年度就学予定の町内幼児 (無料)

Ａ班）１５：００～
Ｂ班）１６：００～

水慣れ遊びを中心に、浮き方・キックなど､泳ぎの基礎を指導
します！　　Ａ班（１５：００～１５：４５）、Ｂ班（１６：００～１６：４５）
＜実施日＞ ８／２２～９／１９の毎週水曜日　＊各班全５回

温水プール

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 ８／１４(火)～８／２１(水)　＊各班先着１５人

【持物】 水着・ゴーグル・タオルなど

【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

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】 保健福祉課 子育て支援センター 53-4337℡

金( )24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】 海事記念館 52-4040℡

土( )25日 天然記念物大黒島海鳥繁殖地観察会

町内の小学４年生以上（小学生は保護者同伴）　　　　　　　　
定員１5人（先着）
参加料２００円（保険料）

８：００～１３：００

国指定天然記念物大黒島海鳥繁殖地でゼニガタアザラシや
オオセグロカモメなどの観察を行います　　　　　　　　　　　     
【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
験所との共催事業】

海事記念館に集合

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 ８／７（火）～８／１７（金）まで　＊悪天候の場合は中止

【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】 海事記念館 52-4040℡

日( )26日 ふるさと教室

どなたでも

８：３０～１６：３０

郷土の歴史や文化財に対する知識を深めてもらうために『ふ
るさと教室』を開催します！　　　　　　　　　　　　　　　　　       
＜集合場所＞海事記念館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜見学場所＞釧路市中央図書館・文学館、釧路市立美術館 
                    標茶町博物館など                                　　 
＜ 参 加 料 ＞２００円（保険料）　　　　　　　　　　                  
                    施設入館料・昼食は自己負担

釧路市、標茶町

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 ８／７（火）～８／１７（金）まで　※定員２０人（先着）

【問合せ】 保健福祉課 子育て支援センター 53-4337℡

水( )29日 遊びのひろば

就学前のお子さんと保護者

１０：３０ ～

手作りおもちゃ

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】 ８／２４ (金)まで

【問合せ】 保健福祉課 健康づくり係 53-3333℡

木( )30日 １歳６ヶ月児健康診査

H２８年８月３１日 ～ H２９年２月２８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】 温水プール 52-6631℡

金( )31日 小学１年生水泳教室

町内の小学１年生（施設使用料が必要です）

Ａ班）１５：００～
Ｂ班）１６：００～

水慣れ遊びのほか、浮き方・キックなど､泳ぎの基礎を指導し
ます　Ａ班（１５：００～１５：４５）、Ｂ班（１６：００～１６：４５）
＜実施日＞ ８／３１～９／２８の毎週金曜日　＊各班全５回

温水プール

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 ８／２３（木） ～ ８／３０（木）まで　＊各班先着１５人

【持物】 水着・ゴーグル・タオルなど

【場所】海事記念館 １階ホール

【期間】８月１１日（土）～８月２６日（日）
※作品展のみの観覧は

入館料無料！
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【厚岸小学校】

22日：登校指導

22～28日：夏休み作品展

24･31日：読み聞かせ

25日：地域参観日・親子清掃

【真龍小学校】

22～28日：夏休み作品展

22日：街頭指導

27日：参観日 (2･4･6年)

28日：読み聞かせ

28･29日：宿泊研修 (5年)

30日：５年生休業日

【太田中学校】

21日：バス乗車指導

22･29日：ALT

27日：理科校外学習

29日：学力ﾃｽﾄ (1･2年)【太田小学校】

21･28日：ALT

23日：避難訓練／全校給食

28日：森林見学（3・4年）

30・31日：夏休み体験発表会

31日：ごみ焼却処理場見学（4年）

【厚岸中学校】

23･30日：ALT

29日：学力ﾃｽﾄ (全)

【高知中学校】

1～3日：学習会

23日：プール学習

30日：学力テスト

【真龍中学校】

23・24日：高等学校説明会

24･31日：ALT

29日： 学力ﾃｽﾄ (全)

【翔洋高等学校】

1日：潜水士試験

17日：全校集会

22～24日：玉掛け技能講習

【各小中学校】

21日：2学期始業式(真小以外)

前期第2ｽﾃｰｼﾞ開始(真小)

町内各小中高等学校の主な行事等（８月）

町民一人ひとりの防災に対する意

識の高揚を図るために広く防災標

語を募集します。

【応募期間】 ８月２４日（金）まで

【募集資格】

厚岸町に在住、通学、通勤している小学5年生以上

【テーマ】

地震、津波、避難行動など広く防災に関すること

【応募方法】

町内3カ所に設置されている投票箱に、所定の応募

用紙、又は任意の用紙に標語、住所、氏名、年齢、

電話番号を明記のうえ応募して下さい。

【表 彰】

受賞者には賞状と副賞を贈呈します。

●最優秀賞１点 （賞状及び図書カード5,000円）

●優秀賞 ３点 （賞状及び図書カード3,000円）

●佳 作１０点 （図書カード1,000円）

【問合せ】厚岸町教育委員会生涯学習課生涯学習係
TEL 67-7700 FAX 67-770１

【投票箱設置場所】

●役場１階町民ホール

●厚岸情報館カウンター

●役場湖南地区出張所カウンター

釧根絵手紙移動展

【展示期間】 ８月８日（水）～８月１２日（日）

【会 場】 厚岸情報館 （２Ｆ）

【問合せ】厚岸町教育委員会生涯学習課生涯学習係
TEL 67-7700 FAX 67-770１

あっけし防災標語

釧路・根室管内の各市町村で活動している

絵手紙サークルの作品が展示されます。

味わい深い絵手紙をぜひご覧下さい！

９月の行事

手話であいさつ・自己紹介をしてみませんか？

はじめての手話教室

【日 時】 ９月１９日（水）～１１月２１日（水） 毎週水曜日

午後６時30分～８時３０分

【会 場】 真龍小学校 （３階 視聴覚室）

【対 象】 中学生以上で、これから手話をはじめたい方

【申込み】 ８月１６日（木）～９月１２日（水）まで

先着２０人
受講料は無料です！

※別途テキスト代（972円）がかかります。
【問合せ】厚岸町教育委員会生涯学習課生涯学習係

TEL ６７－７７００

【９月の行事】

天然記念物大黒島海鳥繁殖地観察会

ゼニガタアザラシやオオセグロカモメなど、野生動物を

観察しよう！

＜ 日 時 ＞ ８月２５日（土） ８時～１３時まで

＜集合場所＞ 海事記念館

＜対 象＞ 町内の小学４年生以上

（小学生は保護者同伴）

＜申 込 み＞ ８月７日（火）～８月１７日（金）まで

定員１５人（先着）

●参加料：２００円（保険料）

【問合せ】海事記念館 TEL 52-4040

【問合せ】 生涯学習課 生涯学習係 67-7700℡

水( )19日 はじめての手話教室

中学生以上で、これから手話をはじめたい方

１８：３０～２０：３０

＜開催日＞９／１９～１１／２１の毎週水曜日（全１０回）　　　
＜受講料＞無料　※別途テキスト代（９７２円）が必要です

真龍小学校（３Ｆ視聴覚室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 ８／１６（木）～９／１２（水）まで　先着２０人



通行止

真小看板

－４－

【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

Sweet Box」

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」

講座名 開設日時／講師内 容

「陶遊」
世界に一つの心和む器を

「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
ビバ

真龍小学校における車両の通行について（お願い）

真龍小学校では、学校活動に加え、生涯学習活動の場として講座やサークル活動が

行われています。そのため、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。

【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(木)・２３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

【２３日（木）】

厚岸保育所 14:00～14:20

カトリック幼稚園 15:00～15:15

【２日(木)・１６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

【１６日（木）】

真竜保育所 13:10～13:30

宮園保育所 13:50～14:10

【９日（木）】

友遊児童館 15:00～15:20

【３日(金)・１７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

【１５日(水)・２９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 (８月)

【３日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

「パステル和アート」

パステル和アートは、パステルという画材を使い指でイラストを描きます。

とてもあたたかみのある優しい作品が出来上がります。

【受講料】 ２，０００円／月

【対象者】 高校生以上の方

偶数月第１または第２金曜日（月１回）

１３：００～１５：００

講師：高橋朝日

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

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）

毎月第１・３火曜日（月２回）

１９：００～２１：００

講師：野呂昭子 ほか

「リフレッシュヨーガ蓮の花」に新コースが誕生！

『まなviva（ビバ）厚岸』ってなに？

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（無料）を受講できます！
【実施場所】真龍小学校

日曜の朝を有効に過ごしませんか？

月２回のガンバらないヨーガ

日曜の朝は、『おはヨーガ』

【日 時】毎月第２、４日曜日

９：００～１０：００

【受講料】１，３００円／月

【対象者】成人の方

（中高生はご相談ください）

｢学びたい人｣と｢教えたい人｣をつなぐ

９月からスタート！！！
※ただし、初回は9/8（土）です。

なごみ




