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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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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）

1日

ひな人形工作月間

(金 )

【問合せ】 環境政策課 林政係

℡ 52-3131

【申込】 木工センター (52-3451)、又は林政係まで
希望日を決めて、希望日の3日前までに申し込み下さい
＊費用：個人負担 （B5サイズの板まで無料提供）
(金 )

プラネタリウム冬番組の投映内容変更

【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）
【内容】 冬番組の投映内容が変わります！
＜投映内容＞
○平日（１５：３０）、土･日･祝日（１１：００・１５：３０）
冬番組「冬空に瞬くダイヤモンド」（冬の星座紹介と「宇宙を
調べる日本の探査機たち」）
○土･日･祝日（１３：３０）
「アイヌ民族星ものがたり（冬）」と冬の星座紹介
＜投映期間＞２／１（金）～２／２８（木）
【対象】 どなたでも

2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＞①２／２（土）～２／３（日）１泊２日
②２／１６（土）～２／１７（日）１泊２日
【対象】 小学１・２年生 （定員４０人）

2日

(土 )

(水 )

絵本のひろば

【問合せ】 保健福祉課 子育て支援センター

親子で 「る る る」

℡ 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

9日

(土 )

おとまりチャレンジ

【問合せ】 ネイパル厚岸

【場所】 木工センター
【時間】 ９：３０～１５：３０
【内容】 おだいり様とおひな様を飾る「親王飾り」から５人囃子を含む
「五段飾り」まで、希望する段飾りが作成できます
作り方は指導員が教えてくれます
＜期間＞２／１(金)～２／２８(木)
＊月曜日及び祝日の翌日を除く

1日

6日

℡ 52-1151

【場所】 ネイパル厚岸
【内容】 ＜日程＞２／９（土）～２／１０（日）１泊２日
【対象】 ４月から小学生になるお子さん（定員４０人）

9日

(土 )

はじめての古文書教室

【問合せ】 海事記念館

℡ 52-4040

【場所】 厚岸情報館２階視聴覚室
【時間】 １３：００～１６：１０
【内容】 初心者にも分かりやすく古文書の解読方法を学べるほか、町
内の古文書を活用して実際に解読を行います！
１.解説「はじめての古文書」
講師 北海道立文書館 主任文書専門員 山田 正 氏
２.講演「正行寺本堂再建事情-移築にあたって-」
講師 海事記念館 学芸員 熊﨑 農夫博 氏
【道民カレッジ連携講座 ほっかいどう学コース３単位】
北海道立文書館・厚岸町海事記念館共催事業
【対象】 一般 先着３０人（参加無料）
【申込】 ２／７（木）まで

9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

14日 ( 木 )

１歳６ヶ月児健康診査

【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】 H２９年２月１５日 ～ H２９年８月１４日生れ

15日 ( 金 )

絵本のひろば

【問合せ】 厚岸町地域子ども会育成連絡協議会 ℡ 67-7700

【問合せ】 保健福祉課 子育て支援センター

【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】 申込みは終了しています

【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

℡ 53-4337

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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15日 ( 金 )

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

【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)

16日 ( 土 )

ぬいぐるみのおとまり会

【問合せ】 厚岸情報館

講演会「『日鑑記』に見る異国船来航」

【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】 現在開催している企画展「蝦夷三官寺～国泰寺～」の関連事
業として、蝦夷三官寺の北海道遺産選定を記念した講演会で
す
＜講師＞海事記念館 学芸員 熊﨑 農夫博 氏
【対象】 一般（参加無料）
【申込】 ２／１４（木）まで

17日 ( 日 )

通学合宿

【問合せ】 ネイパル厚岸

【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】 １９：００～１９：４５
【内容】 プラネタリウムの夜間投映を実施します！
「アイヌ民族星ものがたり（冬）」（ナレーション：紙芝居サーク
ル「うてうての会」）と「月の科学最前線」を投映した後、町民広
場で「スーパームーン」を観察します
※悪天候、雲が多い場合は、プラネタリウムの投映のみ
【対象】 どなたでも（中学生以下は保護者同伴）※参加無料
【申込】 申込み不要（当日、直接海事記念館へお越し下さい）

20日 ( 水 )

初めてでも大丈夫！お気軽パソコン講座
ワード初級コース

【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】 １０：３０ ～ １２：３０
【内容】 ワード２０１３を使って、ちょっとした案内文やチラシを作成しま
す！気軽に、のんびり、日中、楽しく学んでみませんか？
＜日 程＞２／２０（水）～３／２７（水）毎週水曜日
※３／２７は資料整理日のため職員玄関をご利用ください
＜受講料＞４，０００円
※別途テキスト代（１，２９６円）必要です
【対象】 一般（定員８人）
【申込】 ２／１５（金）まで

20日 ( 水 )

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)
おひな様作り
就学前のお子さんと保護者
２／１５ (金)まで

℡ 53-4337

【時間】 １０：３０ ～

℡ 52-1151

【場所】 ネイパル厚岸
【内容】 家庭を離れて異年齢の集団で、起床から就寝までの1日を一
緒に生活しながら通学します
＜日程＞２／１７（日）～２／２３（土）６泊７日
【対象】 厚岸町内の小学３～６年生（定員３０人）

17日 ( 日 )

プラネタリウムの夜間投映

℡ 52-2246

【場所】 情報館（会議室）
【時間】 １３：３０～１５：３０
【内容】 ①１３：３０～１４：３０ あそべるおもちゃ工作会
②１４：４０～１５：１０ ぬいぐるみとおはなし会
③１５：１０～１５：３０ ぬいぐるみのおとまり会受付
【申込】 ①工作会 先着２０人
③ぬいぐるみのおとまり会 先着２０人
＊おはなし会の参加者のみ

16日 ( 土 )

20日 ( 水 )

22日 ( 金 )

すくすくひろば

【問合せ】 保健福祉課 子育て支援センター

℡ 53-4337

【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

冒険の杜プロジェクト【冬のあそび】

【問合せ】 冒険の杜プロジェクト

℡090-76500950金橋

【場所】 上尾幌駅前広場
【時間】 １２：００～１５：００
【内容】 大人も子どもも、めいっぱい雪であそぼう！！
＜内 容＞
○特別講演「冬のあそび」 ○講演「昔の冬物語」
※講演内容が変更になる場合があります
○地域・世代間交流会
※甘酒・豚汁などを用意します！おにぎりを持参してください
＜参加料＞大人：５００円、子ども：２００円
【対象】 どなたでも

20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７月生れ９：００～ ○H３０年１０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

地

域

で

す

す

め

る

あいさつ声かけ運動

23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

24日 ( 日 )

整理・収納講座

【問合せ】 生涯学習課 生涯学習係

℡ 67-7700

【場所】 真龍小学校（作法室）
【時間】 １０：３０～１２：００
【内容】 プロ直伝の『片付け術』習得してみませんか？
９０分で一生使える技をマスター！！
＜講 師＞ＮＰＯ法人ハウスキーピング協会認定
整理収納アドバイザー 前田 志津 氏
＜持ち物＞・片付けたい引き出し１段（１箱）程度の容量を
“そのまま”お持ちください！！
・お菓子等の空き箱
【対象】 高校生以上の一般町民の方
＊託児が必要な方はご相談ください
【申込】 ２／１２（火）まで

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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27日 ( 水 )

～懐かしの道具たち～展

【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ会議室）
【内容】 海事記念館で展示されていた企画展「なつかしの道具たち」
の展示品です
カフェスペースを用意しています♫
＜期間＞２／２７（水）～３／１０（日）
【対象】 どなたでも （入場無料）

27日 ( 水 )

シネマウィークリー

【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １０：３０～１２：２０
【内容】 懐かしの名作を上映！
「哀愁」ヴィヴィアン・リー １９４０年・米
＊映画史上屈指の恋愛映画！古典的恋愛メロドラマ！＊
【対象】 一般 （無料）

28日 ( 木 )

シネマウィークリー

【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １９：００～２０：５５
【内容】 懐かしの名作を上映！
「グランド・ホテル」グレタ・ガルボ １９３３年・米
＊第５回アカデミー賞受賞作！＊
【対象】 一般 （無料）

をかなえる
プラネタリウム室を自由に使えるとしたら…
あなたは何がしたいですか？
【募集期間】 ２／１（金）～３／１５（金）
【実施期間】 ４／２（火）～２０２０／３／３１（火）
開館日の９：００～２０：００（２時間以内）
※但し、通常のプラネタリウム投映時間を除く

【対
象】 中学生以上
【応募方法】 申込書に必要事項を記入し、メール、
FAX、郵便、もしくは直接海事記念館
へ持ち込み。
＊申請後、事務局による審査・選考をし、
結果を連絡します。
（当選は１人または１グループ限定）
大切な人へのサプライズ、鑑賞会など…
プラネタリウム室で素敵な時間を過ごしてみませんか？
【問合せ・申込み】 海事記念館

℡ 52－4040

【３月の行事等】
1日

シネマウィークリー

(金 )

【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １８：５０～２０：５０
【内容】 懐かしの名作を上映！
「じゃじゃ馬ならし」エリザベス・テイラー １９６６年・米
＊華麗なシェイクスピア・コメディ＊
【対象】 一般 （無料）

2日

シネマウィークリー

(土 )

【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １３：００～１５：２０
【内容】 懐かしの名作を上映！
「シンドラーのリスト」１９９３年・米
＊真実を描いた最高傑作！＊
【対象】 一般 （無料）

3日

シネマウィークリー

(日 )

【問合せ】 厚岸情報館

℡ 52-2246

【場所】 情報館 （2Ｆ視聴覚室）
【時間】 １０：３０～１２：２０
【内容】 懐かしの名作を上映！
「あの子を探して」１９９９年・中国
＊世界三大映画祭を制した名作！＊
【対象】 一般 （無料）

家庭を離れて異年齢の集団の中で、起床から就寝
までの１日を一緒に生活しながら通学します。
【日 程】 ２／１７（日） ～
【場 所】 ネイパル厚岸

２３（土）

６泊７日

【内 容】 ○学習・宿題 ○陶芸体験
○ニュースポーツ体験 など
＊大学生ボランティアが学習をサポートして
くれます！
【対 象】 厚岸町内の小学３年 ～ ６年生（定員３０人）
【参加料】 １１,０００円／人
【問合せ・申込み】 ネイパル厚岸

℡ 52－1151

【日 時】 ２／９（土）１３：００～１６：１０
【場 所】 厚岸情報館２階視聴覚室
【内 容】
１.解説「はじめての古文書」
講師：北海道立文書館 主任文書専門員 山田 正 氏

２.講演「正行寺本堂再建事情－移築にあたって－」
講師：海事記念館 学芸員 熊﨑 農夫博 氏

【参加料】 無料
【申込み】２／７（木）まで （先着３０人）
片付けたい！
……でも、上手く片付けられない！！！
そんなアナタにチャンスです

【日 時】 ２／２４（日）１０：３０～１２：００
【場 所】 真龍小学校 １階 作法室
【持ち物】片付けたい引き出しの１段／１箱
そのままお持ち下さい！

【問合せ・申込み】 海事記念館

℡ 52－4040

【講 師】 NPO法人ハウスキーピング協会
整理収納アドバイザー 前田 志津 氏
【申込み】 ２／１２（火）まで
託児についてもご相談ください
【問合せ・申込み】 生涯学習係

℡ 67－7700

－４－

平成30年度冬の子ども読書推進事業

町内各小中高等学校の主な行事等（２月）

あなたの“ぬいぐるみ”じつは夜になると、動きだす!?
夜の本の森厚岸情報館にお泊りさせてみませんか??

【日時】

２／１６(土)

【場所】 厚岸情報館２階会議室

あそべるおもちゃ工作会
・時間：13:30～14:30
・定員：20名(受付先着順)

*人数に達していない場合は
当日も受付します

【厚岸小学校】
1･8日：読み聞かせ
7日：厚岸中学校1日体験入学
15日：児童会所信表明演説会
21日：参観日 (1～4年)
22日：参観日 (5･6年)

ぬいぐるみとおはなし会
・時間：14:40～15:10
・内容：ぬいぐるみといっしょに
さんかしてください♪
2018絵本屋さん大賞ノミネート作品の
おはなし会です!

ぬいぐるみのおとまり会受付
・時間：15:10～15:30
・定員：1人1つで先着20名
(受付順：おはなし会参加者のみ)
*人数に達していない場合は
当日のおはなし会参加者も受付します

ぬいぐるみは翌日迎えにきてください！
記念写真をプレゼントします♪
【問合せ・申込み】 本の森厚岸情報館

【真龍小学校】
7日：新入学児童1日入学
保護者説明会
8日：児童総会
12日：参観日 (5･6年)
絵本箱読み聞かせ
13日：翔洋高校
水産クラブ出前授業
14日：参観日 (3･4年)
15日：参観日 (1･2年)
20日：午前授業
22日：街頭指導
28日：6年生を送る会

℡ 52－2246

【太田小学校】
1日：豆まき
3日：漢字検定
4日： 新1年生1日入学
4･5日：午前授業
5･12･19･21･26日：ALT
7日：太田中体験入学
12日：スケート教室
13日：食育指導（5･6年）
28日：卒業修了作品展
【翔洋高等学校】
8日：ニュース検定
12～15日：特殊無線講習
15日：3校交流会
21･22･25･26日：後期期末考査

【真龍中学校】
1日：学力テスト
1･4･8･15･18･22･25日：ALT
6日：新入生体験入学
保護者説明会
15日：授業参観日／学級懇談会
修学旅行説明会
25･26日：定期ﾃｽﾄ (1･2年)
【厚岸中学校】
1日：学力テスト
1･4･15･18･25日：図書室開放
7日：新入生体験入学
保護者説明会
7･14･21･28日：ALT
16日：土曜授業
授業参観／学級懇談会
2年修学旅行説明会
25日：いじめ･不登校委員会
【太田中学校】
1日：学力テスト
6･13･20･27日：ALT
7日：新入生体験入学／説明会
8日：参観日
27･28日：学年末ﾃｽﾄ (1･2年)

【高知中学校】
1日：学力テスト
8日：卒送会実行委員会
19日：参観日
22日：生徒会
25･26日：学年末テスト（1年）

いろんなイベントが盛りだくさん！
ぜひご来場ください♪
【日 時】 ３／２（土）１０：００～１４：００
【場 所】 生活改善センター 大ホール
～イベント一覧～
・フリーマーケット ・ハンドメイト商品出店
・軽食、ケーキ販売 ・無料配付企画
・小学生向けボードゲーム企画（釧路：山本 翔）
・幼児お買いもの遊び企画
・子ども無料縁日（スーパーボールすくい、射的など）
・おかしまき（１３：３０～）

※授乳室、おむつ替え室完備
【６日(水)・２０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

【１４日(木)・２８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

【８日（金）】
子夢希児童館

【１４日（木）】
友遊児童館

15:00～15:20

【２８日（木）】
厚岸保育所
カトリック幼稚園

うみえもん も来るよ～！！

～出店者募集について～
○募集対象 どなたでも（先着順）
○注 意 点 親子連れがメインのイベントと
ご理解の上、出店ください。
○募集締切 2／8（金）まで
【問合せ・申込み】 事務局
【８日(金)・２２日(金)】
高知小中学校
12:45～13:00
ﾄﾗｲﾍﾞﾂ地区集会所 13:20～13:40

℡ 52－2527

厚岸情報館 図書館バス
巡回日程 (２月)

【７日(木)・２１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
【１３日(水)・２７日（水）】
14:00～14:20
床潭郵便局
15:00～15:20
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 【２１日（木）】
尾幌郵便局
12:30～12:45 真竜保育所
13:20～13:40
15:00～15:20 翔洋高等学校
15:35～15:45 宮園保育所
13:50～14:10

