
＊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。

発行：教育委員会生涯学習係
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【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

金( )1日 シネマウィークリー

一般 （無料）

１８：５０～２０：５０

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・アメリカ   
＊華麗なシェイクスピア・コメディ＊

情報館 （2Ｆ視聴覚室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 海事記念館 52-4040℡

金( )1日 プラネタリウム春番組スタート

どなたでも

春番組『春の夜空の大きな星座たち』を投映します　　　　　　 
この番組では、春の代表的な星座や星座の起源について説
明します                                                                       
＜投映期間＞３／１（金）～５／３１（金）                            
＜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】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )2日 シネマウィークリー

一般 （無料）

１３：００～１５：２０

懐かしの名作を上映！                                                    
「シンドラーのリスト」１９９３年・アメリカ                               
＊真実を描いた最高傑作！＊

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℡

日( )3日 シネマウィークリー

一般 （無料）

１０：３０～１２：２０

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！＊

情報館 （2Ｆ視聴覚室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 海事記念館 52-4040℡

水( )6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）※参加無料

１９：００～１９：３０

プラネタリウムの夜間投映を実施します　　　　　　　　　　　　　
平成３１年度春番組「春の夜空の大きな星座たち」を投映しま
す

海事記念館（プラネタリウム室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 申込み不要（当日、直接海事記念館へお越し下さい）

【問合せ】 保健福祉課 子育て支援センター 53-4337℡

水( )6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℡

金( )8日 名作鑑賞会

一般 （無料）

１９：００～

上映作品 『ケアニン』  （約１０５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( )9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( )9日 名作鑑賞会

一般 （無料）

１３：３０～

上映作品 『ケアニン』  （約１０５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 健康づくり係 53-3333℡

金( )15日 マタニティ・母のための心と体セルフケア講座

１３：３０～１５：３０

体力があれば、子育てはもっと楽しい！有酸素運動とコミュニ
ケーションワークの講座
講師：産前・産後ｾﾙﾌｹｱｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ　永野間 かおり 氏

あみか２１

【内容】

【場所】 【時間】

【申込】 定員（１４組）になり次第締切り　*託児は要相談

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

土( )16日 子ども映画会

幼児～大人まで（無料）

１３：３０～

上映作品 『おしりたんてい』 (約６０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 健康づくり係 53-3333℡

水( )20日 あかちゃん相談とブックスタート

○H３０年８月生れ９：００～ ○H３０年１１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】

【場 所】 真龍小学校 ほか

【内 容】・月１回の学習会 ・町外研修（施設見学など）

・クラブ活動※５～９月まで ・給食の試食

《無料送迎あります》

【対象】概ね６５才以上の町民

ちょっと気になる…、すこし見てみたい！

という方もお気軽にお電話ください♪

【問合せ・申込み】 生涯学習係 ℡ 67－7700
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【問合せ】 海事記念館 52-4040℡

木( )21日 学芸員の歴史教室

先着５０人（一般）

１０：００～１２：００

厚岸町の学芸員が、日頃の研究・調査結果を発表します！  
＜内容＞                                                                     
①演題「厚岸の伝説とその周辺」                                       
    講師　海事記念館　車塚　洋 学芸員                            
②演題「遺跡との出会い－考古学と私－」                          
    講師　海事記念館　熊﨑　農夫博　学芸員                     
  【道民カレッジ連携講座（ほっかいどう学コース２単位）】

海事記念館（プラネタリウム室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 ３／１９（火）まで（参加料無料）

【問合せ】 保健福祉課 子育て支援センター 53-4337℡

金( )22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℡

土( )23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】 保健福祉課 子育て支援センター 53-4337℡

月( )25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 子育て支援センター 53-4337℡

月( )25日 遊びのひろば

就学前のお子さんと保護者

１０：３０ ～

手がたとり

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】 ３／１９ (火)まで

【問合せ】 厚岸情報館 52-2246℡

木( )28日 春休み　子ども映画会

幼児～大人まで（無料）

１０：３０～

上映作品『忍たま乱太郎の宇宙大冒険withコズミックフロント
☆NEXT　火星の段・宇宙の始まりの段』（約５０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℡

金( )29日 春休み　子ども映画会

幼児～大人まで（無料）

１０：３０～

上映作品『アダムスファミリー』（約１００分）

情報館 （2Ｆ視聴覚室）

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【問合せ】 温水プール 52-6631℡

火( )9日 厚岸ジュニアスイミングクラブ

町内の小中学生　（ｸﾛｰﾙで10ｍ泳げる児童・生徒10人）
〃 （ｸﾛｰﾙで呼吸をしながら25ｍ以上泳げる児童・生徒10人）
施設使用料：小中学生シーズン券２，１６０円　　　　　　　　　　
保険料：８００円 (振込手数料が必要)

１９：００～２０：００

サークル活動的な水泳練習を行いながら競泳四泳法の泳法
技術などを指導します 
＜実施日＞                                                                   
４／９（火）～  ７／２３（火）  １３回                                     
８／２０（火）～１１／２６（火）１０回     火曜日（全２３回）

温水プール

【内容】

【対象】

【場所】 【時間】

【申込】 ３／１９（火）より随時受付

【高知中学校】

8日：卒業生を送る会

親子交流会

15日：卒業式

18日：生徒会

22日：修了式

29日：学校閉鎖（16：40）

【翔洋高等学校】

1日:卒業式

12日：救命講習（1年）

13日：救命講習（2年）

15日：学力テスト（1年）

22日：修了式／離任式

23日～：学年末休業

29日：新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

【太田小学校】

1日：参観日・懇談会

6年生を送る会

4･5日：6年生送別大会

5･7・12日：ALT

20日：卒業式

22日：修了式／離任式

【太田中学校】

5日：学力テスト(1・2年)

6・13・20日：ALT 

12日：三送会

15日：卒業式

22日：修了式／離任式

【厚岸中学校】

4･18日：図書室開放

5･6日：学年末ﾃｽﾄ (1･2年)

7日：思春期講座 (3年)

7・14日：ALT

15日：卒業式

19日：救命救急講習（2年）

22日：修了式／離任式

【厚岸小学校】

1日：6年生を送る会

20日：卒業式

22日：修了式

【真龍小学校】

1日：防犯教室（1～3年）

8日：6年生会食会

11日：街頭指導

20日：卒業式

22日：修了式／離任式

【真龍中学校】

1･4･8･11・18・22日：ALT

13日：三送会

15日：卒業式

22日：修了式／離任式

生徒会認証式

町内各小中高等学校の主な行事等（３月）

【問合せ・申込み】 海事記念館 ℡ 52－4040

【期 間】 ２／６（水）～３／２１（木）

【場 所】 海事記念館

【内 容】厚岸小学校３年生が、総合的な学習の時間
で作製した「厚岸大橋」のパンフレットを展示

しています！

【観覧料】無料（常設展示、プラネタリウムは有料）

すてきなパンフレットがたくさん！

ぜひご覧下さい♪

【４月の行事等】

【募集期間】 ３／１５（金）まで

【対 象】中学生以上

《詳しい応募方法等は海事記念館まで》

【問合せ・申込み】 海事記念館 ℡ 52－4040

プラネタリウム室貸切りの権利を１名様にプレゼント♪



厚岸町でいろんなことにチャレンジ！！

－３－

自分の体を使って経験する体験のことです。

生活・文化体験活動

・家でのお手伝い・友達との遊び

・地域の祭り など

自然体験活動

・登山やキャンプ・川や海での活動

・植物の観察 など

社会体験活動

・地域活動・ボランティア

・漁業･農業体験 など

たとえば ○社会性や生きる力の獲得！

○体力向上！

○問題発見や課題解決能力の育成！

○豊かな人間性や価値観の形成！

など

子どもの成長に良い影響を与えること

ができます！

・・・厚岸町で出来る体験活動・・・

ネイパル厚岸
・はじめてのお泊り ・防災キャンプ

・通学合宿 ・イングリッシュキャンプ など

本の森厚岸情報館
・１日司書体験 など

あみか２１・子育て支援センター
・親子の食育教室 ・遊びのひろば など

環境政策課
・きのこの森づくり ・町民の森植樹祭

・厚岸町クリーン作戦 ・親子工作月間 など

生涯学習課
・友好都市子ども交流事業 ・姉妹都市中学生等国際交流事業

・親子でるるる（子ども会事業） など

海事記念館

こどもクラブ
Ｂ＆Ｇ海洋クラブ やちっこクラブ

【内容】・星空観察

・カヌー体験 など

【期間】５月～３月

（全１１回程度開催）

【対象】小学生（４年生以上）

【内容】カヌーやOPヨットなどの

海洋スポーツを楽しみます

【期間】６月～９月

（土曜日の午後）

【対象】小学校4年生以上

高校3年生までの男女

【内容】・草花の観察

・水鳥観察 など

【期間】５月～３月

（全１３回程度開催）

【対象】小学校４年生以上

中学生までの児童・生徒

厚岸町で体験活動をいっぱい楽しもう！
本紙では、さまざまな体験活動を紹介していますので、ご活用下さい。



小学校 中学校 高等学校

外 出 時 間 ○午後５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）に通報し，その
後，学校に連絡してください。

そ の 他

○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。

【７日(木)・１９日（火）】

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

【１９日（火）】

真竜保育所 13:20～13:40

宮園保育所 13:50～14:10

厚岸情報館 図書館バス

巡回日程 (３月)

【８日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【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（67-7700）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 ～

－３－

－４－

【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

【２８日（木）】

厚岸保育所 14:00～14:20

カトリック幼稚園 15:00～15:15

【１４日（木）】

友遊児童館 15:00～15:20

【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

【１３日(水)・２９日（金）】

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




