
＊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】 海事記念館 52-4040℡

土( )1日 プラネタリウム冬番組スタート

どなたでも

冬番組『冬空に輝くダイヤモンド！』を投映します　　　　　　　  
この番組では、冬の代表的な星座や日本の宇宙探査機につ
いて説明します                                                             
＜投映期間＞１２／１（土）～２／２８（木）                          
＜投映時間＞・火～金曜日　１５：３０　                               
                    ・土日祝日　１１：００、１３：３０、１５：３０          
＜観 覧 料＞個人２１０円、団体（２５人以上）１６０円             
                  ※高校生以下無料

海事記念館

【内容】

【対象】

【場所】

【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】

【問合せ】 冒険の杜プロジェクト 090-7650-
0950金橋

℡

日( )2日 冒険の杜プロジェクト【鹿と命】

どなたでも

１１：００～１４：００

＜内容＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①特別講演「地元ハンターから聴く命の話」　　　　　　　　　　　
②講演「いのちはつながっている　生物多様性を考えよう」　　
③地域、世代交流試食会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   鹿肉、標茶町ジンギスカンの試食会                               
   ※おにぎり持参   ※飲酒はご遠慮ください

上尾幌駅前広場

【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( )5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】 厚岸情報館 52-2246℡

木( )6日 冬休み展示コーナー

どなたでも

○クリスマスの本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
クリスマスおすすめ本セットの貸出をします　　　　　　　　　　　
＜期間＞１２／６（木）～１２／２４（月）　　　　　　　　　　　　　　
＜場所＞情報館、情報館分館　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○お正月・干支イノシシの本／自由研究、工作の本　　　　　　
＜場所＞情報館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜期間＞１２／２７（木）～１／１４（祝・月）

情報館・情報館分館

【内容】

【対象】

【場所】

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

木( )6日 年賀状講座

年賀状作成ソフトを使って年賀状の裏面を作成します          
※５０枚まで印刷できます（年賀状は持参してください）
＜実施日＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
１２／６ (木)　１９：００～２１：００　＊高校生以上                 
１２／８(土)　１０：３０～１２：００　＊小学３年生以上            　
＜受講料＞高校生以上　１，０００円　中学生以下　５００円

情報館 （パソコン実習室）

【内容】

【場所】

【申込】 １２／４（火）まで

【問合せ】 保健福祉課 子育て支援センター 53-4337℡

金( )7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】 海事記念館 52-4040℡

土( )8日 企画展「なつかしの道具たち」

どなたでも

９：００～１７：００

普段、収蔵庫で保管しているちょっと昔のなつかしい道具を
展示します！自由見学はもちろん、小学校の総合学習の時
間でもご活用いただけますので、お気軽にご相談ください     
＜開催期間＞１２／８（土）～２／２４（日）                           
＜観 覧 料＞企画展のみ無料

海事記念館（２階ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ室前）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 厚岸町吹奏楽団 52-2341
（森脇）

℡

土( )8日 第25回厚岸町吹奏楽団ファミリーコンサート

開場 １８：３０
開演 １９：００

さまざまな楽曲をお届けします！　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜出　演＞厚岸町吹奏楽団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜入場料＞無料

真龍小学校（体育館）

【内容】

【場所】 【時間】

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )8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】 ネイパル厚岸 52-1151℡

土( )8日 道東のアウトドアが好きな人のためのフォーラム

自然体験やアウトドアに関心のある方（定員４０人）

道内で活動するアウトドアが好きな人たちが集い、情報交換
等を行います！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  
 ＜期間＞１２／８（土）～１２／９（日）　１泊２日

ネイパル厚岸

【内容】

【対象】

【場所】

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。

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
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【問合せ】 保健福祉課 子育て支援センター 53-4337℡

水( )12日 遊びのひろば

就学前のお子さんと保護者

１０：３０ ～

クリスマス会

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】 １２／７ (金)まで

【問合せ】 海事記念館 52-4040℡

木( )13日 冬の天体観望会

どなたでも（中学生以下は保護者同伴）

１９：００～２０：００

プラネタリウム室で冬番組を鑑賞した後、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＞冬の星座、ふたご座流星群                        
 ＜入 館 料＞無料

海事記念館　　　　　　　              
(ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ室・町民広場)

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 海事記念館 52-4040℡

金( )14日 プラネタリウムクリスマスコンサート

どなたでも（中学生以下は保護者同伴）

１９：００～            
（４０分程度）

プラネタリウム室で星空を投映し、ＯＨ∞（オーエイチエイト）に
よるリコーダー演奏と情報館職員による朗読を行います　　　　
＜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】 厚岸情報館 52-2246℡

金( )14日 名作鑑賞会

一般 （無料）

１９：００～

上映作品 『わたしはマララ　特別編』  （約８８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( )15日 名作鑑賞会

一般 （無料）

１３：３０～

上映作品 『わたしはマララ　特別編』  （約８８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( )16日 釧路シニア劇団「南の風」公演

どなたでも（入場無料）

開演１３：３０～     
（６０分程度）

平成３０年度劇団公演事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜日　　時＞１２／１６（日）　開演１３：３０～　　　　　　　　　　　
＜公演団体＞釧路シニア劇団「南の風」　　　　　　　　　　　　
＜演　　目＞「幸せの音色」

情報館　２階

【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( )19日 あかちゃん相談とブックスタート

○H３０年５月生れ９：００～ ○H３０年８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】 ネイパル厚岸 52-1151℡

金( )21日 ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌﾗｲﾃﾞｰｸﾘｽﾏｽ ｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟｰﾃｨｰ

家族、小学生～高校生 （定員８０名）

ネイパル厚岸でスペシャルなフライデーを！！
＜期間＞１２／２１（金）～１２／２２(土)　1泊2日

ネイパル厚岸

【内容】

【対象】

【場所】

【問合せ】 保健福祉課 子育て支援センター 53-4337℡

金( )21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】 ネイパル厚岸 52-1151℡

土( )22日 ジョブ★マーカー

小学３年～中学３年生　（定員：４０人）

～「働くこと」を考える３日間のワークショップ～
「まじめ」 ですが 「楽しい２日間」　将来に向けてどんな勉強
や経験を積んだらよいのか、たくさんのヒントを持ち帰れます
＜期間＞１２／２２（土）～１２／２４（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( )22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】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )22日 子ども映画会

幼児～大人まで（無料）

１３：３０～

上映作品 『うっかりペネロペ　ペネロペ、パリへ行く編』 　(約
３５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℡

月( )7日 就職に役立つ！勉学に活かせ！パソコン講座

町内の高校生　（定員３１人）

１２：３０ ～ １６：３０

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！

厚岸翔洋高等学校パソコン室

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 １２／２０（木）まで （受講料 無料）　　　　　　　　　　　　　　　　
※別途テキスト代（1,836円）が必要

【問合せ】 保健福祉課 健康づくり係 53-3333℡

月( )8日 冬休み 親と子の食育教室

町内の小学生とその保護者（小学生だけの参加も可）

１０：００～１４：００

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

①１／８（火）　あみか２１
②１／９（水）　社会福祉センター

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 １２／２０（木）まで

【持物】 エプロン・三角巾持参

【１月の行事等】

早 寝 早 起 き 朝 ご は ん
規則正しい生活習慣を心がけましょう！

厚 岸 町 教 育 委 員 会



【申込み】保健福祉課健康づくり係 TEL53-3333

【厚岸小学校】

4～7日：給食交流会

6・10日：情報モラル教室

14日：読み聞かせ

25日：終業式

26・27日：パワーアップ学習

【真龍小学校】

4日：読み聞せ(ちいさな絵本箱)

6・7・11・12日：ブックトーク

20日：街頭指導

25日：後期第一ｽﾃｰｼﾞ終了

【太田中学校】

4・5日：三者面談

5･12･19日：ALT

6･7日：期末テスト（1・2年）

10日：思春期講座(3年)

14日：総合的な学習発表会

（参観日）

18日：携帯安全教室

20日：生徒会企画行事

25日：終業式

【太田小学校】

4･6･11・18日：ALT

6日：食育指導（3・4年）

7日：参観日・懇談会

スケート靴交換会

14日：プラネタリウム(４年)

21日：大掃除

25日：終業式

【高知中学校】

4日：参観日／三者面談

7日：生徒会

25日：終業式

【真龍中学校】

3･7･10･14･17・21日：ALT

5～12日：三者面談

8日：PTA研修会 (消防署見学)

12日：思春期講座 (3年)

21日：学年集会

25日：終業式

【翔洋高等学校】

1日：センタープレテスト

5日：思春期講座（2年）

6日：思春期講座（1年）

13日：小型船舶学科修了試験①

14日：全国水産クラブ研究大会

17日：小型船舶学科修了試験②

21日：後期体育大会

25日：全校集会

26日～：冬期休業

【厚岸中学校】

3～7日：三者面談

6･13・20日：ＡＬＴ

7・14日：図書室開放

18日：非行・薬物防止教室

25日：終業式

【各小中学校】

3日：厚岸町学力調査

26日～：冬季休業

27日：子ども☆未来ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

就職に役立つ！勉学に活かせ！

パソコン教室

【問合せ】生涯学習係（67-7700）

【問合せ・申込み】厚岸情報館（52-2246）

－３－
町内各小中高等学校の主な行事等（１２月）

日 時 １２月１６日（日）開演 １３：３０～

場 所 厚岸情報館 ２階 （入場無料）

公演団体 釧路シニア劇団「南の風」

演 目 演劇「幸せの音色」

日 時 １月７・８・９日 （３日間） １２：３０～１６：３０

場 所 厚岸翔洋高等学校パソコン教室

講 師 今井敏明氏（Ｔ･Ｍパソコン教室）

定 員 ３１人

受講料 無料（別途テキスト代（１,８３６円）必要）

締切り １２／２０（木）まで

日 時 ①１月８日 （火） ②１月９日 （水）

１０：００～１４：００

場 所 ①あみか２１ ②社会福祉センター

持ち物 エプロン、三角巾

対 象 町内の小学生と保護者の方

※小学生だけの参加もＯＫ

材料費 ３００円

献 立 揚げ春巻き、マシュマロヨーグルトなど

締切り １２／２０（木）まで

日 時 １２月１３日（木） １９：００～２０：００

場 所 海事記念館 プラネタリウム室、町民広場

内 容 プラネタリウム室で冬番組を鑑賞した後、

実際の夜空で星を見ます。

●観察対象：冬の星座、ふたご座流星群

問合せ】海事記念館（52-4040）

参加料 無料

対 象 どなたでも

（中学生以下は保護者同伴）

冬の星空を眺めてみませんか？

日 時 １２月１４日（金） １９：００～（４０分程度）

場 所 海事記念館 プラネタリウム室

内 容 プラネタリウム室で星空を投映し、ＯＨ∞に

よるリコーダー演奏と、情報館職員による

朗読を行います。

参加料 無料

対 象 どなたでも（中学生以下は保護者同伴）

【問合せ】海事記念館（52-4040）

プラネタリウムと素敵な演奏で至福のひとときを･･･

【問合せ・申込み】厚岸情報館（52-2246）

日 時 ①１２月６日 （木） １９：００～２１：００

（高校生以上）

②１２月８日 （土） １０：３０～１２：００

（小学３年生以上）

場 所 情報館 パソコン実習室

定 員 各８人 ※応募多数の場合は抽選

受講料 高校生以上：１，０００円 中学生以下：５００円

締切り １２／４（火）まで

その他 年賀状５０枚まで印刷できます。※年賀状は持参

今年の年賀状はパソコンで！【問合せ】海事記念館（52-4040）

開催期間 １月２７日（日）まで 時 間 ９：００～１７：００

場 所 海事記念館 １階ホール

観覧料 無料

北海道命名１５０周年記念特別展開催中！！



小学校 中学校 高等学校

外 出 時 間 ○午後４時までです。 ○午後６時までです。 ○午後９時までです。

交 通 安 全 ○交通ルールや学校の指導を守り，事故にあわないようにしましょう。

飲 食 店 等

○保護者同伴に限ります。

○学校の規則に従うこと。

ゲームセンター

ゲームコーナー

カラオケボックス

遊 び

○路上では遊ばないこと。（特にソリやミニスキーなど）

○道路に面した雪山で遊ばないこと。

○軒下は通らないこと。

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。

そ の 他

○年末・年始等の夜間外出は，学校の指導を守りましょう。
○インターネットやSNSなどゲーム機を含めた情報端末機器の利用は，保護者が使い方のルールを決め，
　正しく使用しましょう。夜遅くまで利用することは、深夜徘徊と同じです。
○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・薬物の乱用は絶対にしないこと。

夜 間 外 出 ○保護者同伴に限ります。

遊 戯 場 等 ○パチンコ店等への出入りはいかなる場合も厳禁です。

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，学校に
　届け出てから行うこと。

○学校に届け出て，許可を得てから
　行うこと。

－４－

【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 山内） 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ご指導ください。特に喫煙・飲酒・薬物の乱用は絶対にさせないでください。

■ 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。

平成３０年度

厚 岸 町 小 中 高 児 童 生 徒 指 導 連 絡 協 議 会

～ みんなで育てよう 厚岸の子どもたち ～

＜いじめ・非行防止部門＞

●見逃すな 友達・仲間の SOS （真龍小６年 林田 瑠花）

●いじめはね やめるじゃなくて はじめない （太田中１年 松田椛蓮）

●涙より みんなの笑顔を 見ていたい （翔洋高１年 遠藤 将功）

平成３０年度 『社会を明るくする運動』標語優秀作品

＜交通安全部門＞

●横断で 歩きスマホ 命取り （太田小５年 和田 太一）

●スマホみる その一瞬で 事故招く （太田中１年 松田椛蓮）

●１０分前 余裕を作り 事故防止 （翔洋高２年 藤田 淳奈）

【５日(水)・１９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

【１３日(木)・２７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

【２７日（木）】

厚岸保育所 14:00～14:20

カトリック幼稚園 15:00～15:15

【６日(木)・２０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

【２０日（木）】

真竜保育所 13:20～13:40

宮園保育所 13:50～14:10

【１３日（木）】

友遊児童館 15:00～15:20

【７日(金)・２１日(金)】

高知中学校 12:45～13:00

ﾄﾗｲﾍﾞﾂ地区集会所 13:20～13:40

【１２日(水)・２６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 (12月)

【７日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

－３－




