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生涯学習カレンダー

10
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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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3日

(水 )

12日 ( 金 )

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】 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
【対象】 就学前のお子さんと保護者

5日

(金 )

℡ 52-3131

【場所】 厚岸情報館（２階会議室）
【時間】 １３：３０～
【内容】 「健康な体ときれいな水を守る」
シャボン玉石けん株式会社 代表取締役社長 森田隼人氏
【申込】 ９／２５（火）まで
問合せ先：厚岸町環境教育推進委員会
事務局 厚岸町教育委員会指導室

6日

(土 )

ネイパルおとまり会

【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＞ １０／６（土）～１０／７(日) 1泊2日
【対象】 小学１・２年生 （定員４０人）

6日

(土 )

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １３：３０～
【内容】 上映作品 『三人の騎士』 (約７２分)
【対象】 幼児～大人まで（無料）

11日 ( 木 )

℡ 52-4040

【場所】 太田小学校グラウンド
【時間】 １９：１５～２０：００
【内容】 移動天文車『カシオペヤ号』や天体望遠鏡で秋の星座を観察
します※天候不良の時は１０／１２（金）に順延
【対象】 どなたでも （定員５０人） ＊中学生以下は保護者同伴
【申込】 １０／８（月）まで （無料）

12日 ( 金 )
【問合せ】 温水プール

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １９：００～
【内容】 上映作品 『天使のいる図書館』 （約１０８分）
【対象】 一般 （無料）

古文書教室

【問合せ】 海事記念館

℡ 52-4040

【場所】 海事記念館（１F会議室）
【時間】 １０：００～１２：００
【内容】 北海道の名付け親である「松浦武四郎」の史料を活用して、
町の歴史や史料について関心と理解を深めるため『古文書教
室』を開催します！
＜講 師＞釧路短期大学教授 佐 藤 宥 紹 氏
＊道民カレッジ連携講座
【対象】 先着１５人
【申込】 １０／１０（水）まで（参加料無料）

13日 ( 土 )

土曜おはなし会

【問合せ】 厚岸情報館

背泳ぎ教室

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （お話の部屋）
【時間】 １０：３０ ～ １１：００
【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

名作鑑賞会

【問合せ】 厚岸情報館

厚岸町中学生英語暗唱発表会

【問合せ】 教育委員会 指導室

【場所】 温水プール
【時間】 １９：００～２０：００
【内容】 背泳ぎを指導します
＜実施日＞ １０／１２～１１／９の毎週金曜日（全５回）
【対象】 町内の高校生以上の方（施設使用料が必要です）
【申込】 １０／４（木）～１０／１１（木）先着１５人
【持物】 水着・水泳帽・ゴーグル・タオルなど

℡ 52-3131

【場所】 厚岸情報館（２Ｆ会議室）
【時間】 １０：００～
【内容】 各中学校から推薦された生徒が教科書の各Lesson又は各
Readingページを暗唱し発表します
【対象】 どなたでもご来場いただけます

16日 ( 火 )

「HELLO！」から始める英会話

【問合せ】 生涯学習課 生涯学習係
℡ 52-6631

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １３：３０～
【内容】 上映作品 『天使のいる図書館』 （約１０８分）
【対象】 一般 （無料）

14日 ( 日 )

秋のほしぞら教室

【問合せ】 海事記念館

℡ 52-2246

13日 ( 土 )

子ども映画会

【問合せ】 厚岸情報館

【問合せ】 厚岸情報館

13日 ( 土 )

環境講演会

【問合せ】 厚岸町環境教育推進委員会

名作鑑賞会

℡ 67-7700

【場所】 真龍小学校（３F視聴覚室）
【時間】 １９：００～２０：３０
【内容】 ＜開催日＞①１０／１６ ②１０／２３ ③１０／３０ ④１１／６
⑤１１／１３ ⑥１１／２０ ⑦１１／２７ ⑧１２／４ （火曜日全8回）
※託児を設置いたしますので、利用される方は申込時に
お伝えください
【対象】 高校生以上で英会話初心者の方 (無料) 先着１５人
【申込】 １０／５（金）まで

「Ｆａｃｅｂｏｏｋ」 はじめました！
生涯学習課のFacebookページができました！
講座やイベントなど、さまざまな情報を発信しています。
ぜひ、ご覧下さい♪

このＱＲコードを読み取っていただくと
生涯学習課のFacebookにつながります!
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17日 ( 水 )

26日 ( 金 )

小学３・４年生水泳教室

【問合せ】 温水プール

℡ 52-6631

ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌﾗｲﾃﾞｰﾊﾛｳｨﾝｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟｰﾃｨｰ

【問合せ】 ネイパル厚岸

℡ 52-1151

【場所】 温水プール
【時間】 １６：００～１７：００
【内容】 初歩的なクロール・背泳ぎを指導します
＜実施日＞ １０／１７～１１／１４の毎週水曜日（全５回）
【対象】 町内の小学３・４年生（施設使用料が必要です）
【申込】 １０／８（月）～１０／１６（火）先着１５人
【持物】 水着・水泳帽・ゴーグル・タオルなど

【場所】 ネイパル厚岸
【内容】 ネイパル厚岸でスペシャルなフライデーを！！
日程 １０／２６（金）～１０／２７(土) 1泊2日
【対象】 家族、小学３～中学３年生 （定員40人）

17日 ( 水 )

【問合せ】 保健福祉課 子育て支援センター

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】

子育て支援ｾﾝﾀｰ (ｺｱぽんと内)
ミニ運動会
就学前のお子さんと保護者
１０／１２ (金)まで

19日 ( 金 )

℡ 53-4337

【時間】 １０：３０ ～

℡ 53-4337

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

℡ 53-4337

ジュニアイングリッシュキャンプ

【問合せ】 ネイパル厚岸

【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

19日 ( 金 )

絵本のひろば

【場所】 あみか２１
【時間】 １１：００ ～ １１：３０
【内容】 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
【対象】 就学前のお子さんと保護者

27日 ( 土 )

すくすくひろば

【問合せ】 保健福祉課 子育て支援センター

26日 ( 金 )

℡ 52-1151

【場所】 ネイパル厚岸
【内容】 親子で楽しむ国際交流☆ 英語が苦手でも大丈夫！！
ＡＬＴとゆったり楽しくふれあおう♪ （１泊２日）
【対象】 ５才～４年生を含む家族 （定員 ４０人）

27日 ( 土 )

ヒンメリ講座

【問合せ】 生涯学習課 生涯学習係

℡ 67-7700

【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)

【時間】 ①１０：００～
②１４：００～
【内容】 ヒンメリ (麦わらに糸を通し繋ぎ合わせた幾何学模様のモビー
ルで、フィンランドの伝統的な装飾品) を製作します
＜講師＞ 児 島 舞 氏
【対象】 どなたでも（各回先着１０人、無料）
＊託児が必要な方はご相談ください

20日 ( 土 )

27日 ( 土 )

朗読とギター演奏

【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2F会議室）

【時間】 １３：００～（開場）
１３：３０～（開演）
【内容】 平成３０年度地域連携事業「文学館出前講座」
朗
読：田村 英一氏（元HBCアナウンサー）
ギター演奏：佐藤 洋一氏（ギタリスト）
＜内容＞①朗読 『つめる』久生十蘭『白昼夢』江戸川乱歩
②ギター演奏 ③朗読講座
【対象】 どなたでも （無料）

24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
【内容】 ○H３０年３月生れ９：００～ ○H３０年６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

【場所】 真龍小学校（図工室）

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】 １０：３０ ～ １１：００
【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 )

こう福祉２１

【問合せ】 保健福祉課 障害福祉係

℡ 53-3333

【場所】 社会福祉センター
【時間】 １０：００～１４：３０
【内容】 第１９回厚岸町障害者(児)ふれあいフェスティバル
＜内容＞ 福祉壇上発表 ／ 障がいの擬似体験ｺｰﾅｰ
日常生活用具展示ｺｰﾅｰ ／ 子どもたちの作品ｺｰﾅｰ
手話の教室ｺｰﾅｰ ／ 誘導体験ｺｰﾅｰ ／ 喫茶ｺｰﾅｰ
パントマイム／クッキーや手芸品、手作り石鹸などの
販売ｺｰﾅｰ（管内就労継続支援事業所）など
【対象】 どなたでも参加できます

【１１月の行事等】
25日 ( 木 )

３歳児健康診査

【問合せ】 保健福祉課 健康づくり係

℡ 53-3333

【場所】 あみか２１
【内容】 ○小児科・歯科診察 ○計測 ○問診
【対象】 H２６年１０月２６日～H２７年１０月２５日生れ
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 ℡ 67-7700 FAX 67-7701）

1日

(木 )

小学５・６年生、中学生水泳教室

【問合せ】 温水プール

℡ 52-6631

【場所】 温水プール
【時間】 １９：００～２０：００
【内容】 クロール・背泳ぎを指導します
＜実施日＞ １１／１～１１／２９の毎週木曜日（全５回）
【対象】 町内の小学５・６年生、中学生（施設使用料が必要です）
【申込】 １０／２４（水）～１０／３１（水）先着１５人
【持物】 水着・水泳帽・ゴーグル・タオルなど
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3日

町内各小中高等学校の主な行事等（１０月）

海事記念館ほか２館の無料開放

(土 )

【問合せ】 海事記念館

℡ 52-4040

【場所】 海事記念館
【内容】 海事記念館・郷土館・太田屯田開拓記念館の三館を、「文化
の日」にあわせて無料開放します

10日 ( 土 )

きみに編む椅子

【問合せ】 環境政策課 林政係

℡ 52-3131

【場所】 木工センター
【内容】

【対象】
【申込】
【持物】

【時間】 １３：００～
（３時間程度）
これから未来を担う子ども達のための椅子作りワークショップを
開催します！
＜講 師＞音威子府高校 木工指導員 澤口 将達 氏
※ワークショップに参加するためには、事前に木工センターで
の椅子の骨組み製作が必要
＜参加料＞無料（椅子の骨組み製作に係る施設利用料につ
いては個人負担）
先着１５人 （町内の方のみ）
林政係（52-3131）まで
作業着などの動きやすい服装

古文書教室 歴史のロマンを感じよう♪
北海道の名付け親である「松浦武四郎」の
史料を使い、町の歴史や史料について理解
を深めませんか？

日

時

場
講
申

所
師
込

参加料

平成３０年１０月１３日（土）
１０：００～１２：００
海事記念館 １階 会議室
釧路短期大学教授 佐藤 宥紹
先着１５人
１０月１０日（水）まで
無料

氏

【問合せ】海事記念館 TEL ５２－４０４０

参加申込みお待ちしています！

【真龍小学校】
2日：北方領土学習 (6年)
読み聞かせ (小さな絵本箱)
10日：就学児知能検査
子育て講話
13日：土曜授業
21日：開校記念日
24日：総練習 (児童公開日)
28日：学習発表会
29日：振替休業日
自転車通学終了
30日：街頭指導

【厚岸小学校】
11日：読み聞かせ
17日：学芸会総練習
21日：学芸会
22日：振替休業日
26日：児童委員会／読み聞かせ
27日：土曜授業
30日：就学児スクリーニング検査
子育て講話

【太田小学校】
2･4･9･11・16・23・30：ALT
3日：マラソン大会
5日：浄水場見学（4年）
6日：開校記念日
10日：酪農家見学（3年）
17日：就学児スクリーニング検査
子育て講話
20日：土曜授業
25日：学芸会総練習
26日：校内作品展 (11/2まで)
28日：学芸会
29日：振替休業日

【高知中学校】
3日：文化祭総練習
6日：文化祭
9日：振替休業日
11日：学力テストﾄB (3年)
17～19日：職業体験（3年）
20日：土曜授業
26日：生徒会

【作品展示会】１１ 月 ２日(金) ～ １１ 月 ４ 日(日)

【真龍中学校】
1日：振替休業日
5･12･15･19･22・26・29日：ALT
9日：避難訓練
11日：学力テストB (3年)
13日：土曜授業
18･19日：職場体験 (2年)
22日：後期生徒総会
31日：保護者参観日／学級懇談
宿泊研修説明会
入選保護者説明会
【厚岸中学校】
1･19･22・26日：図書室開放
3日：サンマ実習
4･11・18・25日：ＡＬＴ
10・11日：職場体験（2年）
11日：学力テストB (3年)
22日：生徒総会
27日：土曜授業
29日：三校交流会

【太田中学校】
3・10・17・24・31日：ＡＬＴ
5日：英語検定
7日：文化祭
9日：振替休業日
11日：学力テストB (3年)
12日：振替休業日
15日：思春期講座（1年）
16日：調理実習（漁協）
17日：生徒会役員選挙
20日：土曜授業
【翔洋高等学校】
2日：後期始業式
3日：小型ｸﾚｰﾝ運転技能講習
5日：10周年記念講演会
英語検定
11日：見学旅行保護者説明会
12日：日本情報処理検定
16・25日：ＡＬＴ来校
17日：プレドライバーセミナー
22日：校内水産クラブ研究発表会
26日：後期生徒総会／数学検定
29・30日：赤ちゃんふれあい体験
29日：三校交流会
30日：見学旅行 (～11/3)

１０：００～１８：００（最終日は１５：００迄）

申込み １０月１２日（金）まで
【芸能発表会】１１ 月 １８ 日(日)
１０：００～１６：００予定

申込み １０月２４日（水）まで
【社交ダンスのつどい】１１ 月 １１ 日(日)
１０：００～１７：００予定
＊場所は全て社会福祉センター
【問合せ】 厚岸町民文化祭実行委員会事務局
教育委員会生涯学習係 TEL ６７－７７００ ＦＡＸ ６７－７７０１

秋のほしぞら教室
日

秋の星座を眺めませんか？

時

平成３０年１０月１１日（木）
１９：１５～２０：００
場 所 太田小学校グラウンド
内 容 移動天文車『カシオペヤ号』や天体望遠鏡
で秋の星座を観察します！
※天候不良の場合、１０月１２日（金）に順延
申 込 定員５０人 １０月８日（月）まで
参加料 無料

【問合せ】海事記念館 TEL ５２－４０４０

－４－

平成30年度地域連携事業「文学館出前講座」

朗読とギター演奏
日

時 平成30年10月20日(土)

会

場 本の森厚岸情報館 ２階会議室

内

容 ①朗読 『つめる』久生十蘭『白昼夢』江戸川乱歩

開場 13：00～ 開演 13：30～

②ギター演奏
③朗読講座 基本的な発音・発声などの朗読講座を行います。
どなたでもご参加できます。
※こんな事が知りたいなど、事前に質問も受け付けます。

朗 読
田村 英一氏
(元HBCアナウンサー)

ギター演奏
佐藤 洋一氏
(ギタリスト)

【問合せ】本の森厚岸情報館 TEL ５２－２２４６

ヒンメリ講座 フィンランドの伝統品「ヒンメリ」を作ってみませんか？
日

時

場
講
申

所
師
込

その他

平成３０年１０月２７日（土）
①午前の部 １０：００～１２：００
②午後の部 １４：００～１６：００
真龍小学校 ２階 図工室
児島 舞 氏
各部先着１０人
※定員になり次第、申込みは終了させて
いただきます。
※親子での参加も可
本講座で作った作品は、１１月２日（金）
から３日間開催される｢厚岸町町民文化祭｣
にて展示いたします。

HIMMELI

「ヒンメリ」とは？
フィンランドの伝統的な装飾品で、古くから誕生祭
などに使われていました。
現在では、クリスマスの装飾品などに使われ、幸運
のお守りとされています。

【問合せ】生涯学習課生涯学習係 TEL ６７－７７００

厚岸情報館 図書館バス
【５日(金)・１９日(金)】
【１１日(木)・２５日（木）】
12:45～13:00
厚岸小学校
10:10～10:30 高知中学校
巡回日程 (10月)
さくら幼稚園
14:30～14:50 ﾄﾗｲﾍﾞﾂ地区集会所 13:20～13:40
【４日(木)・１８日（木）】
真龍中学校
15:30～15:45
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（門静） 10:15～10:30
【２５日（木）】
ネイパル厚岸
14:25～14:45
【１０日(水)・２４日（水）】
厚岸保育所
14:00～14:20
床潭郵便局
15:00～15:20
片無去（のんき村前)11:00～11:15
カトリック幼稚園
15:00～15:15
15:40～15:55
片無去集会所
11:20～11:30 厚岸中学校
上尾幌コミセン
11:50～12:00 【１８日（木）】
【１１日（木）】
尾幌郵便局
12:30～12:45 真竜保育所
13:20～13:40
15:00～15:20
15:00～15:20 友遊児童館
翔洋高等学校
15:35～15:45 宮園保育所
13:50～14:10

【３日(水)・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
【５日（金）】
子夢希児童館

