
＊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】 温水プール 52-6631℡

木( )1日 小学５・６年生、中学生水泳教室　　

町内の小学５・６年生、中学生（施設使用料が必要です）

１９：００～２０：００

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）

温水プール

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【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

【問合せ】 生涯学習課 生涯学習係 67-7700℡

金( )2日 町民文化祭　「作品展示会」

どなたでもご来場いただけます（無料）

１０：００～１８：００

＜期間＞１１／２（金）～４（日）　＊最終日は15：00迄
各団体や個人による作品の展示
＜同時開催＞お茶会 ： １１／３(土)10：00～ 
 　　　　　　　　パステルアート体験：１１／４（日）10：00～

社会福祉ｾﾝﾀｰ（大ﾎｰﾙ）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 海事記念館 52-4040℡

土( )3日 海事記念館ほか２館の無料開放

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

海事記念館

【内容】

【場所】

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

日( )4日 子ども映画会

幼児～大人まで（無料）

１３：３０～

上映作品 『アイスエイジ』 　(約８２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 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】 ネイパル厚岸 52-1151℡

木( )8日 高等学校生徒会フォーラム

高校生　（３０人）　＊学校を通してネイパル厚岸まで申込み

実践的な話し合いや、課題解決の手法を体験し、リーダーとし
ての資質の向上と生徒会の活性化を図ります (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 子育て講座

お子さんを養育している人

１１：００～１１：３０

乳歯を守ろう
＜講師＞中村小児歯科クリニック院長　中村俊雄 氏　　　　　
＜内容＞中村院長による講話とミニ相談会を行います

あみか２１

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 環境政策課 林政係 52-3131℡

土( )10日 きみに編む椅子

先着１５人 （町内の方のみ）

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）

木工センター

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 林政係（52-3131）まで

【持物】 作業着などの動きやすい服装

【問合せ】 ネイパル厚岸 52-1151℡

土( )10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＞　１１／１０（土）～１１／１１(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( )10日 海賊王をめざせ！

幼児～小学生
＊小学生未満のお子さまは保護者同伴

１３：３０～

①１３：３０～１３：５０　海賊おはなし会
②１４：００～１５：００　工作会「お宝バレルを作ろう！」         
③１５：０５～１５：４０　海賊王はだれだ！？（クイズなど）

情報館（会議室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 海事記念館 52-4040℡

土( )10日 床潭沼の魅力を知ろう

どなたでも　※参加無料

１０：００～１５：００

＜講　師＞元釧路市立博物館館長補佐　針生　勤　氏　　　　
＜内　容＞厚岸町環境保護セミナー                                 
                （厚岸町環境教育推進委員会 共催）                 
                ①講演『ヒブナ生息地・床潭沼の自然について』
　　            ②観察会『ヒブナ生息地・床潭沼の魅力を探る』　
＜その他＞防寒着、長靴、昼食は各自持参してください       
                 ※道民カレッジ連携講座

床潭地区漁村センター

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 １１／８日（木）まで　※先着５０人

Facebookで

情報発信中！
このＱＲコードを読み取ると

生涯学習課のFacebookへ

行けます

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )3日 分館工作会

定員１５人（受付先着順）　無料

１３：３０ ～ １５：００

秋の分館工作会「ポリ袋でぬいぐるみをつくろう！」を開催しま
す

情報館分館（福祉ｾﾝﾀｰ内）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】
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【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１１月１６日 ～ H２９年５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】 海事記念館 52-4040℡

金( )16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）

１９：００～

平成３０年度秋番組「秋空の星物語」　　　　　　　　　　　　     
星座解説と情報館職員による、みずがめ座の神話の朗読があ
ります！                                                                      
＜入館料＞無料

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℡

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】 厚岸情報館 52-2246℡

金( )16日 名作鑑賞会

一般 （無料）

１９：００～

上映作品 『初恋のきた道』  （約８９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( )17日 名作鑑賞会

一般 （無料）

１３：３０～

上映作品 『初恋のきた道』  （約８９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℡

日( )18日 町民文化祭　「芸能発表会」

どなたでもご来場いただけます（無料）

１０：００～１６：００

町内の芸術文化団体及び個人による披露のほか、無形文化
財の「厚岸かぐら」など

社会福祉ｾﾝﾀｰ（大ﾎｰﾙ）

【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( )19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】 保健福祉課 健康づくり係 53-3333℡

水( )21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７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℡

水( )21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】 １１／１６ (金)まで

【問合せ】 ネイパル厚岸 52-1151℡

木( )22日 サンクス・ギビングDAY

子どもを含む家族、または小学３年生～中学生　（定員４０人）

これからの家族愛を育む時間を持ちます
＜日程＞１１／２２（木）～１１／２３（金）　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℡

金( )23日 アイヌ文化にふれよう

小学３年～中学生　（定員：４０人）

アイヌの人たちの文化に触れ、その精神や知恵の奥深さを学
びます　                                                                       
＜期間＞１１／２３（金）～１１／２５（日）　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℡

金( )23日 ハーバリウム体験講座

どなたでも（各回先着８人、無料）
＊託児が必要な方はご相談ください

①１０：００～
②１４：００～

ハーバリウムをつくります！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
自分の好きな花をつかって、素敵なインテリアをつくりましょう♫
＜講師＞　水澤　由季 氏

真龍小学校（ランチルーム）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 １１／１５（木）まで※定員になり次第締め切り

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

金( )23日 一日司書体験

小学校４年生以上　無料（本１冊持参）

１３：３０～１５：３０

＜日　    程＞１１／２３（金）、２４（土）※どちらか１日のみ     
＜体験内容＞カウンター（本の貸出・返却）の仕事・本の整理 
                    ブックカバーかけなど

情報館

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 １１/２０（火）まで　※各日３人（応募者多数の場合は抽選）

【問合せ】 海事記念館 52-4040℡

金( )23日 熟睡プラ寝たリウム

小学生以上

①13：00～13：45　
②15：30～16：15

アロマコーディネーター監修による癒やしの香りに包まれなが
ら、満天の星空を鑑賞しつつ、心地よい眠りにつきませんか？
枕やぬいぐるみの持ち込みOKです！

海事記念館(プラネタリウム室)

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 まちづくり推進課 商工雇用推進係 52-3131℡

金( )23日 第１３回 村山秋の味覚市

１０：００～１３：３０

厚岸町と友好都市の村山市の特産品販売や無料提供のほか
、両市町の特産品が当たる抽選会も実施します！

味覚ターミナル・コンキリエ

【内容】

【場所】 【時間】

平成30年度消費生活講演会

人はなぜダマされる

～賢い消費者になるために～

【日 時】 １２月 １日(土) １０：００～１１：３０（開場９：３０）

【場 所】 情報館 ２階

【講 師】 落語家 桂 花團治 氏

【内 容】落語や講師の体験談も交えながら、悪質商法の手口や

その対策例などを楽しくお伝えします。（講演60分、落語30分）【問合せ】まちづくり推進課商工雇用推進係 ℡52-3131
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【問合せ】 海事記念館 52-4040℡

金( )23日 特別展『江戸から明治へ～厚岸の激動の時代
にタイムスリップ！！～』

９：００～１７：００

北海道命名１５０周年を記念して、江戸時代から明治にかけて
、激動の時代を迎えた厚岸の歴史を紹介した特別展を開催し
ます！
＜期間＞１１／２３（金）～１／２７（日）
＊期間中の月曜日、祝祭日の翌日、年末年始は休館

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( )24日 土曜おはなし会

幼児～大人までみんなで楽しめます

１０：３０ ～ １１：００

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】 温水プール 52-6631℡

日( )25日 （公財）日本水泳連盟・泳力検定会

定期的に水泳の練習をしている町内の健康な人及び主催者
が認めた人

１６：００～

日本水泳連盟が定めた全国統一の泳力基準によって行われ
る性別・年齢・種目別の水泳能力検定

温水プール

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 １１／２１（水）まで　（検定料１種目３００円・認定料7００円）

【持物】 水着、水泳帽、ゴーグル、タオルなど

【問合せ】 まちづくり推進課 商工雇用推進係 52-3131℡

土( )1日 人はなぜﾀﾞﾏされる-賢い消費者になるために-

どなたでも（参加無料）

１０：００～１１：３０

平成３０年度消費生活講演会
＜講師＞落語家　桂  花團治　氏

厚岸情報館（２Ｆ）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【１２月の行事等】

町内各小中高等学校の主な行事等（１１月）

【厚岸小学校】

2･9･16･30日：読み聞かせ

13日：登校指導

15日：防犯教室

28日：高学年参観日

29日：低学年参観日

【真龍小学校】

13日：読み聞かせ(小さな絵本箱)

22日：街頭指導

26日：参観日 (1～4年)

校内作品展（～12/7）

30日：参観日（5・6年）

【太田中学校】

2日：思春期講座（2年）

5日：生徒総会

7･14･21･28日：ALT

8日：学力テスト

12日：薬物乱用防止教室（3年）

13日：進路説明会

16日：公開研究会

27・28日：期末テスト（3年）

【太田小学校】

1日：午前授業

6･13･15･20･27日：ALT

14日：美術書道展鑑賞

15日：人権の花感謝状贈呈式

16日：祖父母参観日

【高知中学校】

1日：午前授業

8日：学力テスト

9･22日：生徒会

15･16日：期末テスト

21日：地域交流会

【真龍中学校】

2･5･9･16･19･26･30日：ALT

8日：学力テスト

15･16日：定期テスト

【翔洋高等学校】

6･7日：全道水産ｸﾗﾌﾞ研究大会

11日：全商珠算･電卓検定

12日：硬筆毛筆書写検定

17日：語彙･読解力検定

19～22日：後期中間考査

30日：薬物乱用防止教室

【厚岸中学校】

1･12･22･29日：ＡＬＴ

2･5･12･16･19･30日:図書室開放

14･15日：2学期期末テスト

【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

【１５日(木)・２９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

【２９日（木）】

厚岸保育所 14:00～14:20

カトリック幼稚園 15:00～15:15

【８日(木)・２２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

【２２日（木）】

真竜保育所 13:20～13:40

宮園保育所 13:50～14:10

【１５日（木）】

友遊児童館 15:00～15:20

【９日(金)・２０日(火)】

高知中学校 12:45～13:00

ﾄﾗｲﾍﾞﾂ地区集会所 13:20～13:40

【１４日(水)・２８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 (11月)

【９日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

開始時間 実 施 内 容 場所

10：00

11：00

12：00

13：00

米,りんご,ラ･フランス,柿,菓子類,お酒,漬物等の販売

玉こんにゃくの販売

塩ザンギの販売

昆布の無料提供

牛乳（あっけし極みるく65）の無料提供

子ども縁日（射的）の開催

開会式

いも煮、ずんだ餅の無料提供

あさり汁の無料提供

抽選会開催

１階

１階

２階

２階

１階

１階

１階

２階

２階

１階

【問合せ】まちづくり推進課商工雇用推進係 ℡52-3131

※記載以外の詳細については新聞折り込みチラシ等でお知らせします。

【期 日】１１月 ２３日（金・祝）

【場 所】味覚ターミナル・コンキリエ

10：00～13：30
【主催】村山秋の味覚市実行委員会

平成３０年度PTA連合会研究大会

兼平成３０年度生涯学習講演会

【日 時】 １１月 １７日(土) １０：２０～１１：４５

【場 所】 真龍中学校 体育館

【講 師】 旭川赤十字病院小児科部長 諏訪 清隆 氏

【テーマ】電子メディアが子どもたちに与える影響

～子どもの心と体を育てるために大切なこと～

【問合せ】教育委員会生涯学習係 TEL ６７－７７００

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

日( )25日 ももんちゃんとあそぼう in 厚岸

幼児～大人まで （無料）

１３：３０～１５：００

児童文学講演会　＜出演＞ とよた かずひこ 氏

情報館 （2F会議室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】



【期 日】 １１月 ２日(金) ～ １１ 月 ４ 日(日)

【時 間】 午前10時～午後6時（最終日は午後3時まで）

【場 所】 社会福祉センター （大ホール）

【種 目】 各団体や個人による作品の展示

－４－

【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

【期 日】 １１ 月 １８日(日)

【時 間】 午前10時～午後4時予定

【場 所】 社会福祉センター（大ホール）

【内 容】 各団体や個人によるステージ発表

入 場 無 料

民謡、三味線、吹奏楽、ダンスなどなど、多彩な演目が目白押しで

【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

出 演 団 体 一 覧

市町村

釧路市

団体名

北海道くしろ蝦夷太鼓保存会

寿子ども蝦夷太鼓同好会

演 目

和太鼓演奏

夏祭り・飛翔

釧路鳥取傘踊り保存会

三番叟・大津絵

梨もぎ音頭

ソーラン節

阿寒町

浜中町

厚岸町

丹頂ほろろん会
阿寒小唄

丹頂鶴音頭

浜中町郷土芸能振興会 浜太鼓

厚岸かぐら保存会

厚岸かぐら少年団
厚岸かぐら

床潭八木節保存会 床たん八木節

厚岸音頭 舞踊

【問合せ】 厚岸町文化協会 久保田 TEL ５２－６９０４

【問合せ】本の森厚岸情報館

TEL ５２－２２４６
【問合せ】本の森厚岸情報館

TEL ５２－２２４６
【問合せ】教育委員会生涯学習係

TEL ６７－７７００

【期 日】 １１ 月 ２５ 日(日)

【時 間】 開会式 １１：００～

開 演 １１：３０～

【場 所】 社会福祉センター（大ホール）

【内 容】 釧路管内で活動する団体のステージ発表

入 場 無 料

釧路管内で活動している団体が一堂に会し、

各地域の郷土芸能を発表します！

【期 日】 １１月 ２３日(金) 

【時 間】 ①１０：００～１１：３０

②１４：００～１５：３０

【場 所】 真龍小学校

２階 ランチルーム

【講 師】 水 澤 由 季 氏

【締切り】 １１月１５日（木）

各回先着８人

素敵な自分好みのハーバリウム

つくりませんか？
【期 日】 １１月 ２５日(日) 

【時 間】 １３：３０～１５：００

【場 所】 情報館

２階 会議室

【内 容】 児童文学講演会

出演：とよた かずひこ氏

絵本の販売

サイン会も開催します！

【期 日】 １１月 ２３日(金)、２４（土）

【時 間】 １３：３０～１５：３０

【場 所】 情報館

【内 容】 本の貸出・返却や図書の整理

などを行います！

【対 象】 小学４年生以上

【締切り】 １１月２０日（火）

各日３人まで

（応募多数の場合、抽選）

【持ち物】 本１冊

※送迎バスを運行します！！




