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生涯学習カレンダー
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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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5日

9日

厚岸町成人式

(土 )

【問合せ】 生涯学習課 生涯学習係

℡ 67-7700

【場所】 真龍小学校（体育館）
【時間】 １３：００～
【内容】 記念式典 ／ アトラクション ／ 交流会 など
＜主催＞ 厚岸町成人式実行委員会
【対象】 平成１０年４月２日～平成１１年４月１日生まれの方

6日

【問合せ】 環境政策課 林政係

℡ 52-3131

【場所】 木工センター
【時間】 ９：３０～１５：３０
【内容】 親子で木工工作を体験しませんか？
「動物パズル」や「組木」、「干支の置物」などが作れます
＜期 間＞１／６（日）～１／３１（木）
＜材料費＞無料
【申込】 希望日を決めて、希望日の３日前までに、木工センター（℡
52-3451）又は林政係へ
【持物】 作業着など動きやすい服装

7日

(月 )

就職に役立つ！勉学に活かせ！パソコン講座

【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 厚岸翔洋高等学校パソコン室
【時間】 １２：３０ ～ １６：３０
【内容】 職場にて、エクセルをどのように活かすかを目的とした実務直
結型のエクセルスキルアップ講習です
エクセルの操作スキルだけでなく、ビジネススキルも養うことが
できます！
【対象】 町内の高校生 （定員３１人）
【申込】 申込みは終了しています

8日

(火 )

冬休み 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）
【内容】 かわいくて、もふもふのわんちゃんがいっぱい！
「ベートーベン」
①1／8（火）10：30～12：00 ②1／9（水）13：30～15：00
「ベートーベン２」
①1／8（火）13：30～15：00 ②1／9（水）10：30～12：00
【対象】 幼児～大人まで（無料）

8日

(月 )

冬休み 親と子の食育教室

【問合せ】 保健福祉課 健康づくり係

【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
【対象】 就学前のお子さんと保護者

10日 ( 木 ) 学習にも使えるエクセル！中学生パソコン講座

冬の親子工作月間

(日 )

絵本のひろば

(水 )

℡ 53-3333

【場所】 ①１／８（火） あみか２１
【時間】 １０：００～１４：００
②１／９（水） 社会福祉センター
【内容】 食習慣を学ぶために、親子で一緒に料理してみませんか？
＜献 立＞ 揚げ春巻き、マシュマロヨーグルトなど
＜材料費＞ ３００円
【対象】 町内の小学生とその保護者（小学生だけの参加も可）
【申込】 申込みは終了しています
【持物】 エプロン・三角巾持参

【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 情報館コンピューター実習室
【時間】 １３：００ ～ １７：００
【内容】 エクセル２０１３を使って、データ入力、簡単な数式や関数、表
やグラフの作成方法を学習します！
＜日 程＞１／１０（木）、１１（金）、１２（土） （３日間）
＜講 師＞T・Mパソコン教室 今井 敏明 氏
＜受講料＞無料 ※別途テキスト代（１，２９６円）必要
【対象】 町内の中学生 （定員８人）
【申込】 １／８（火）まで

11日 ( 金 )

冬休み工作教室

【問合せ】 海事記念館

℡ 52-4040

【場所】 海事記念館（会議室）
【時間】 １０：００～１１：００
【内容】 ジェルキャンドルをつくろう♪
＜参加料＞無料
【対象】 幼児、児童、生徒（幼児と保護者の場合、１組で１個）
定員１０人
【申込】 １２／２６（水）～３０日（日）まで

11日 ( 金 )

名作鑑賞会

【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １９：００～
【内容】 上映作品 『LIFE！』 （約１１５分）
【対象】 一般 （無料）

12日 ( 土 )

２０１９カレンダー無料配付会

【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ会議室）
【時間】 １０：００～
【内容】 各家庭、企業から頂いたカレンダーを配付します！
※収集は、１／９（水）までに情報館にお持ちください
＜期間＞１／１２（土）～１／２０日（日）
【主催：本の森の住人、後援：厚岸町教育委員会】

12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】 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

冬休み期間中、平日のプラネタリウム投映時間が、土日祝日と同じ時間帯になります！
期
間 １２月２６日（水）～１月１４日（月）
【問合せ】 海事記念館

℡ 52－4040
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12日 ( 土 )

23日 ( 水 )

名作鑑賞会

【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １３：３０～
【内容】 上映作品 『LIFE！』 （約１１５分）
【対象】 一般 （無料）

17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

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １３：３０～
【内容】 上映作品 『ガーフィールド ザ・ムービー』 (約８０分)
【対象】 幼児～大人まで（無料）

19日 ( 土 )

文化財歴史講演会

【問合せ】 海事記念館

℡ 52-4040

【場所】 海事記念館(プラネタリウム室)
【時間】 １０：００～１２：００
【内容】 厚岸町の歴史を学びませんか？
＜題 目＞東蝦夷地中枢の空間、その表と裏
～武四郎のアッケシ観～
＜講 師＞釧路短期大学教授 佐藤 宥紹 氏
＜参加料＞無料
＜その他＞道民カレッジ連携講座
【対象】 一般（先着５０人）
【申込】 １／１７（木）まで

21日 ( 月 )

℡ 53-4337

【場所】 子育て支援ｾﾝﾀｰ (ｺｱぽんと内) 【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

22日 ( 火 )

ヘルシー教室

【問合せ】 保健福祉課 健康づくり係

℡ 53-3333

【時間】 １０：００～１４：００
【内容】 脂質異常症予防のヘルシー教室を開催します♫
＜献 立＞ 鮭のピリ辛おろしソースがけ、白雪のムースなど
＜材料費＞ ３００円
【対象】 一般
【申込】 １／１５（火）まで
【持物】 エプロン・三角巾持参

23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６月生れ９：００～ ○H３０年９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

23日 ( 水 )
【問合せ】 海事記念館

子育て支援ｾﾝﾀｰ (ｺｱぽんと内)
節分製作
就学前のお子さんと保護者
１／１８ (金)まで

25日 ( 金 )

【時間】 １０：３０ ～

絵本のひろば

26日 ( 土 )

℡ 53-4337

土曜おはなし会

【問合せ】 厚岸情報館

プラネタリウムの夜間投映
℡ 52-4040

【場所】 海事記念館（プラネタリウム室） 【時間】 １９：００～
【内容】 新作の平成３０年度冬番組「冬空に瞬くダイヤモンド！」を投
映します！
＜入館料＞無料
【対象】 どなたでも（中学生以下は保護者同伴）

℡ 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

29日 ( 火 )

映像集団「光風」作品展『厚岸の自然』

【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ会議室）
【時間】 １０：００～
【内容】 自然、生き物、厚岸の“生きとし生けるもの”の写真１５～２０点
を展示します！＊カフェスペースがあります
＜期間＞１／２９（火）～２／３（日）
【主催：厚岸情報館、協力：映像集団「光風」】
【対象】 一般 （無料）

30日 ( 水 )

すくすくひろば

【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】

℡ 53-4337

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

子ども映画会

【問合せ】 厚岸情報館

【問合せ】 保健福祉課 子育て支援センター

【問合せ】 保健福祉課 子育て支援センター

【場所】 あみか２１
【内容】 ○小児科・歯科診察 ○計測 ○問診
【対象】 H２７年１月１８日～H２８年１月１７日生れ

19日 ( 土 )

遊びのひろば

映画上映会

【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １０：３０～
【内容】 『生きとし生けるもの』
＜上映期間＞
１／３０（水）１０：３０～ １／３１（木）１９：００～
２／１（金）１９：００～ ２／２（土）①１０：３０～ ②１３：００～
２／３（日）①１０：３０～（監督の解説付） ②１３：００～
＜料 金＞
大人 前売り８００円 当日１，０００円
中学生・高校生 ５００円 小学生以下 無料
【主催 厚岸映画をみる会】

【２月の行事等】
1日

(金 )

北海道遺産選定記念企画展
「蝦夷三官寺～国泰寺～」

【問合せ】 海事記念館

℡ 52-4040

【場所】 海事記念館（１階ホール）
【時間】 ９：００～１７：００
【内容】 北海道遺産に選定された「蝦夷三官寺」の歴史や「国泰寺」に
関連する歴史資料などを展示します！
＜期間＞２／１（金）～３／３（日）
【対象】 どなたでも（観覧料：企画展のみ無料）

2日

(土 )

親子で 「る る る」

【問合せ】 厚岸町地域子ども会育成連絡協議会 ℡ 67-7700
【場所】 摩周湖周辺、川湯温泉
【時間】 １０：００～１５：００
【内容】 雪の中を“馬そり”でダイナミックに走ろう！！！
馬そりの後は、温泉でゆったりまったり♨
※集合時間 役場前８：００（役場前からバスが出ます）
体験開始は１０：００頃
【対象】 小中学生の親子 （先着１５人）
【申込】 １／７（月）～１／２４（木）まで

－３－

町内各施設・年末年始の休館日について
●本の森 厚岸情報館／分館（12月30日 ～ 1月 5日）
●社会福祉センタ－貸館業務（
〃
）
●海事記念館
（12月31日～ 1月 5日）
●Ｂ＆Ｇ海洋センター
（
〃
）
●水鳥観察館
（
〃
）
●酪農ふれあい館
（
〃
）
●木工センター
（
〃
）
●真龍小学校一般開放
（12月30日～ 1月 5日）
●あみか２１
（12月29日～ 1月 6日）
●子育て支援センター
（
〃
）
●子夢希児童館/友遊児童館（
〃
）
●ネイパル厚岸
（12月29日 ～ 1月 3日）

エクセル２０１３を使って、データ入力、簡単な数式や関数、
表やグラフの作成方法を学習します。
文字入力が苦手な方でも大丈夫です！

日 時 １月１０・１１・１２日１３：００～１７：００
場 所 情報館コンピューター実習室
講 師 T・Mパソコン教室 今井 敏明 氏
定 員 ８人
受講料 無料 ※別途テキスト代（１，２９６円）必要
締切り １月８日（火）まで
【問合せ・申込先】 厚岸情報館

日
場
講
定
演

時
所
師
員
題

℡ 52－2246

１月１９日（土）１０：００～１２：００

海事記念館 プラネタリウム室
釧路短期大学教授 佐藤 宥紹 氏
先着５０人
「東蝦夷地中枢の空間、その表と裏
～武四郎のアッケシ観～」
参加料 無料
締切り １月１７日（木）まで
【問合せ・申込先】 海事記念館

℡ 52－4040

町内各小中高等学校の主な行事等（１月）
【真龍小学校】
16日：後期第2ｽﾃｰｼﾞ開始
17日：街頭指導
17～23日：冬休み作品展
24日：絵本箱読み聞かせ
租税教室 (6年)
26日：土曜授業
【厚岸小学校】
16日：３学期始業式
17～26日：冬休み作品展
18･25日：読み聞かせ
29日：どさんこ元気ｱｯﾌﾟﾁｬﾚﾝｼﾞ
31日：新１年生１日入学
【太田小学校】
11日：PTA研修会
16日：3学期始業式
校内書初展 (～2/1)
17･22･29日：ALT
21・22・26・28日：スケート教室
20日：少年団冬の行事
22日：避難訓練
24･25日：冬休み体験発表会
26日：土曜授業
【翔洋高等学校】
7・8・9日：パソコン講座
11日：ｼﾞｭﾆｱｸｯｷﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ
養成講座
15・16日：冬季進学講習
16日：開寮日
17日：全道青年・女性漁業者
交流大会
18日：漢字能力検定
19・20日：センター試験
25日：英語検定
27日：全商簿記検定
28日：硬筆・毛筆書写検定
28～31日：後期期末考査（3年）

【真龍中学校】
16日：始業式
宿泊研修結団式
17・18日：宿泊研修／定期テスト
18･21･25･28日：ALT
19日：アンサンブルコンクール
（吹奏楽部）
26日：土曜授業
真龍小中PTA交流会
26・27日：釧新杯
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会

【厚岸中学校】
9～11日：学習会
16日：始業式
17･24・31日：ALT
18日：漢字検定
21･25・28日：図書室開放
24・25日：学年末テスト（3年）
30日：思春期講座（1年）
学校運営協議会
31日：思春期講座（2年）
【太田中学校】
16日：3学期始業式
ﾊﾞｽ乗車指導
16･23･30日：ALT
23･24日：学期末ﾃｽﾄ (3年)
25日：英語検定

【高知中学校】
7･8・10・11日：学習会
16日：3学期始業式
17･18日：学年末ﾃｽﾄ (中３)
22･24・31日：スケート学習
26日：土曜授業

町民文化祭芸能発表会・記録ビデオ貸出しのご案内
11月18日に開催された町民文化祭芸能発表会の記録
ビデオ（DVD）を本の森情報館・分館及び図書館ﾊﾞｽで貸
し出しておりますのでご利用下さい。

雪深い山道を馬そりでぐんぐん進んでいきます！
目的地についたら馬とふれあい♪
外で遊んだ後は、温泉に入ってまったり～
日 時 ２月２日（土）１０：００～１５：００（集合８：００）
場 所 弟子屈町
内 容 馬そり体験、昼食、温泉入浴
定 員 先着１５人
参加料 中学生以上：１，０００円 中学生以下：５００円
申込み １月７日（月）～ １月２４日（木）まで
その他 外での活動のため、暖かい服装でご参加ください。
送迎バスが出ます。
【問合せ・申込み】 厚岸町地域子ども会育成連絡協議会（事務局：生涯学習係

℡ 67－7700

－４－

真龍小学校における車両の通行について（お願い）
通行止

真龍小学校では本来の学校教育活動に加え、生涯学習活動の拠点として講座や
サークル活動が行われており、時間帯により車両の通行が多くなっています。

真小看板

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。

「最徐行」での通行をお願いいたします。

＊敷地内は

『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を受講できます～

【実施場所】真龍小学校
講座名

内

「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

「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）

「三味線」

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

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

「陶遊」
世界に一つの心和む器を

「手結び着物着付」

容

開設日時／講師
偶数月第１または第２金曜日（月１回）
１３：００～１５：００
毎月第１金曜日（月１回）
１９：００～２０：３０

毎月第１日曜日（月1回）
１０：００～１２：００
講師：市川友恵

「ストリートダンス
Sweet ♡ Box」

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。

「リフレッシュヨーガ
蓮の花」

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】火曜・金曜コース２,５００円／月、日曜コース１，３００円／月
【対象者】 成人の方（中･高生はご相談ください）
＊初回テキスト代必要

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
毎週火曜日（月４回）１８：３０～２０：００
毎週金曜日（月４回）１５：３０～１７：００
毎月第２・４日曜日（月２回）
９：００～１０：００
講師：別當尚子

｢学びたい人｣と「教えたい人」をつなぐ まなｖｉｖａ厚岸

【問合せ・申込み】 まなｖｉｖａ厚岸実行委員会
【９日(水)・２３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
【１１日（金）】
子夢希児童館

15:00～15:20

事務局：教育委員会生涯学習係

Tel ６７-7700 Fax６７-770１

厚岸情報館 図書館バス
【１７日(木)・３１日（木）】
【１１日(金)・２５日(金)】
厚岸小学校
10:10～10:30 高知小中学校
12:45～
巡回日程 (1月)
さくら幼稚園
14:30～14:50 13:00
真龍中学校
15:30～15:45 ﾄﾗｲﾍﾞﾂ地区集会所 13:20～13:40 【１０日(木)・２４日（木）】
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（門静） 10:15～10:30
【３１日（木）】
ネイパル厚岸
14:25～14:45
【１６日(水)・３０日（水）】
厚岸保育所
14:00～14:20
床潭郵便局
15:00～15:20
カトリック幼稚園
15:00～15:15 片無去（のんき村前)11:00～11:15
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 【２４日（木）】
【１７日（木）】
尾幌郵便局
12:30～12:45 真竜保育所
13:20～13:40
友遊児童館
15:00～15:20 翔洋高等学校
15:35～15:45 宮園保育所
13:50～14:10
－３－

