
あっけし生涯学習情報紙

Lifelong Learning 

【問合せ・申込み先】

生涯学習課生涯学習係 ℡６７－７７００

生涯学習係からのおしらせ
LIFELONG LEARNING
INFORMATION

町内各中学校の代表生徒による弁論大会です。
中学生が日頃考えていることや日常の中で体験

して感じたことなどを発表します！

【日 時】 ５月１８日 （土） １０：３０～
【場 所】 厚岸情報館

手で話して、目で聞く…

【日 時】 ５月２１日（火）～７月９日（火）
毎週火曜日 全８回 １９：００～２０：３０

【場 所】 真龍小学校 ３階視聴覚室

【内 容】 初心者向けの手話教室です。

【講 師】 釧路聴力障害者協会 派遣講師

【対 象】 中学生以上の町民で、これから手話を

学びたい人

【受講料】 無料（別途、テキスト代972円必要）

【申 込】 ５月１７日（金）まで ※定員２０人

【 その他】 託児あります

（申込時にお伝えください）

｢学びたい人｣と

｢教えたい人｣をつなぐ

『まなＶＩＶＡ（ビバ）厚岸』ってなに？

生涯学習施設として利用できる真龍小学校を会場に、通年で開設している講座のことです。

講座は現在６つ開設しています。 ※はじめての方は、体験講座(無料)を受講できます！

【開講中の講座一覧】
○三味線

毎月第１～３金曜日(月３回)19：00～21：00

○着付け

毎週水曜日(月４回)18：30～20：30

○ヨーガ

・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

○陶芸

毎月第１･３火曜日(月２回)19：00～21：00

○カルトナージュ

毎月第１日曜日(月１回)10：00～12：00

○ストリートダンス

毎月第１～３金曜日(月３回)19：00～21：15

ひたすら自分の「からだ」と「呼吸」を意識し、心地よい

瞑想を行っていきます。

【日 時】 ➀毎週火曜日（月４回）１８：３０～２０：００

➁毎週金曜日（月４回）１５：３０～１７：００

➂毎月第２・４日曜日（月２回）９：００～１０：００

【場 所】 真龍小学校 １階作法室

【定 員】 各コース２０人（初回のみテキスト代1，500円必要）

【受講料】 月２回：1，300円 月４回：2，500円

月８回：3，500円

優雅にポーズできなくても大丈夫！

ヨーガで健康に！！

【日 時】 ５月２１日（火） １０：００～１4：００
【場 所】 真龍小学校

【内 容】 ・健康講座 講師：健康推進係栄養士

・給食の試食

・クラブ活動

和紙絵、カルトナージュ、ヨーガ

福祉スポーツ、リズムダンス

カードゲーム

【対 象】 概ね６５才以上の町民

【申 込】 随時入学可能です！

あいさつからはじめてませんか？

しく学ぼう！！

生きがい大学の学生になりませんか？

月１回程度の学習会で、生活に役立つ知識を習得！

５月～９月は好きなクラブに入って活動！

さらに、町外研修や調理実習など盛りだくさん！

「ちょっと気になるな～」「行ってみようかな」

という方はお気軽にご連絡ください！！

どなたでもご来場いただけます。
お待ちしております！



【問合せ・申込み先】

厚岸町海事記念館 ℡５２－４０４０

海事記念館からのおしらせ
MUSEUM
INFORMATION

【問合せ・申込み先】

本の森 厚岸情報館 ℡５２－２２４６

情報館からのおしらせ
LIBRARY
INFORMATION

【１６日(木)・３０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

【３０日（木）】

宮園保育所 13:20～13:40

真竜保育所 13:50～14:10

【２２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

【１７日(金)・３１日(金)】

若松地区集会所 12:50～13:00

ﾄﾗｲﾍﾞﾂ地区集会所 13:20～13:40

【２３日（木）】

厚岸小学校 10:10～10:30

厚岸保育所 13:45～14:05

さくら幼稚園 14:15～14:35

カトリック幼稚園 15:00～15:15

真龍中学校 15:30～15:45

【３１日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【１７日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【１５日(水)・２９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

厚岸情報館 図書館バス

巡回日程 (５月)

【日 時】 ５月１１日（土） ・ ２５日（土） １０：３０～１１：００

【場 所】 厚岸情報館（おはなしの部屋）

【対 象】 幼児～大人までみんなで楽しめます！

【日 時】 ５月１８日（土）

１３：３０～１４：３０

【場 所】 厚岸情報館

（２階 視聴覚室）

【内 容】 上映作品『おしりたんてい➂』

【対 象】 幼児から大人まで（無料）

【日 時】 ５月１０日（金）

１９：００～２０：５６

【場 所】 厚岸情報館

（２階 視聴覚室）

【内 容】 上映作品『トッツィー』

【対 象】 一般（無料）

春の星座を見に行こう！

【開催期間】 ５月１９日（日）まで

※期間中の休館日…５月７日・１３日

【場 所】 海事記念館 １階ホール

－２－

【日 時】 ５月１５日（水） １９：００～２０：００

【場 所】 プラネタリウム室、町民広場

【内 容】 プラネタリウム投映後、町民広場で実際の星

を観測します。

【対 象】 どなたでも ※中学生以下は保護者同伴

【入館料】 無料

【日 時】 ５月２４日（金） １９：００～１９：４５

【場 所】 プラネタリウム室

【内 容】 プラネタリウムを見ながらリラックス

枕やぬいぐるみの持込みOKです！

【対 象】 小学生以上

【入館料】 無料

【日 時】 ５月１１・１２・１８・１９日

【内 容】 桜かき祭りの期間中の土日は、３館（海事

記念館、郷土館、太田屯田開拓記念館）

の入館料を無料にします。

【日 時】 ５月１１日（土）

１３：３０～１５：２６

【場 所】 厚岸情報館

（２階 視聴覚室）

【内 容】 上映作品『トッツィー』

【対 象】 一般（無料）

映画をみる方に

ポップコーンを

プレゼント！

【日 時】 ５月１日（水）１１：００～１２：００

【内 容】 上映作品『おしりたんてい➁』

【日 時】 ５月２日（木）１１：００～１１：３０

【内 容】 上映作品『こびと大研究』

【日 時】 ５月３日（金）１０：３０～１２：２０

【内 容】 上映作品『マンマ・ミーア！』

【場所】 厚岸情報館

２階 視聴覚室

【日 時】 ５月１７日（金）～６月２８日（金）

毎週金曜日 全７回 １８：３０～２０：３０

【場 所】 厚岸情報館 コンピュータ実習室

【内 容】 基本操作やデータ入力、表やグラフの

作成などを学習します。

【講 師】 T・Mパソコン教室（釧路市） 今井 敏明氏

【受講料】 4，000円（別途、テキスト代1，296円必要）

【申 込】 ５月１２日（日）まで ※定員８人



【問合せ・申込み先】

温水プール ℡５２－６６３１

－３－
スポーツ課からのおしらせ
SPORTS
INFORMATION

【日 時】 ５月２３日～６月２０日 毎週木曜日 １９：００～２０：００ （全５回）

【場 所】 温水プール

【内 容】 初歩的なクロール・背泳ぎを指導します。

【対 象】 町内の高校生以上の人

【申 込】 ５月１５日（水）～２２日（水）まで ※先着１５人

【参加料】 高校生以上：１回２１０円、一般：１回３２０円（施設使用料）

【問合せ・申込み先】

あみか２１(保健福祉課) ℡５３－３３３３

あみか21からのおしらせ
HEALTH AND WELFARE
INFORMATION

【日 時】 ５月２９日 （水）

○H３０年１０月生れ ９：００～

○H３１年 １月生れ１０：００～

【場 所】 あみか２１

【内 容】 ・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。

【問合せ】 保健福祉課健康推進係

【日 時】 ５月２３日 （木）

【場 所】 あみか２１

【内 容】 ○小児科・歯科診察

○計測

○問診

【対 象】 H２９年５月２４日～

H２９年１１月２３日生れ

【問合せ】 保健福祉課健康推進係

【日 時】 ５月１７日 （木） １０：３０～

【場 所】 あみか２１

【内 容】 「幼児の食事」 講師：健康推進係 栄養士

○持ち物 エプロン、三角巾

【対 象】 お子さんの養育にかかわる方ならどなたでも

未就学のお子さん連れでも参加できます！詳しくはお問合せください。

【問合せ】 保健福祉課健康推進係

【問合せ・申込み先】

子育て支援センター ℡５３－４３３７

子育て支援ｾﾝﾀｰからのおしらせ
CHILD CARE
INFORMATION

【日 時】 ５月２２日 （水） １０：３０～
【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 手作りおもちゃ

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 ５／１７（金）まで

情報館の方が絵本や紙芝居の読み聞かせをしてくれます。

また、お母さん向けの本の紹介や本の貸出もしてくれます！

【日 時】 ５月１５日（水）１１：００～

【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【日 時】 ５月２４日（金）１１：００～

【場 所】 あみか２１

【対 象】 就学前のお子さんと保護者
保健師、栄養士への相談、身長・体重計測が

できます！

【日 時】 ５月１３日 （月） １０：３０～１１：００
【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

月曜～金曜日は親子で自由に遊び、子育ての情報交換が

できる子育てルーム「にこにこひろば」を開催しています！

日程、場所については、発行誌などをご覧下さい。

水泳教室に参加しませんか？



問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください

－４－今月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

【日 時】 ５月５日（日）～６日（月）１泊２日

【場 所】 ネイパル厚岸

【内 容】 ネイパル厚岸でパーティー！！

【対 象】 小学３～中学３年生、家族

【申 込】 申込は終了しました

【日 時】 ５月１７日（金）～１８日（土）１泊２日

【場 所】 ネイパル厚岸

【内 容】 ネイパル厚岸でプレミアムなフライデーを

【対 象】 小学３～中学３年生、家族

【申 込】 ネイパル厚岸（52-1151） ※定員４０人

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【真龍小学校】

16日：避難訓練／消火訓練（4年）

17日：児童総会

24日：遠足

27日：街頭指導

29日：午前授業

【厚岸小学校】

10・17・24日：読み聞かせ

25日：開校記念日

27日：情報モラル教室（5・6年）

31日：遠足

【太田小学校】

7・14・21・28・29日：ALT

8日：知能検査（1・3・5年） 17日：参観日／懇談会

29日：午前授業 31日：全校給食

【太田中学校】

8・15・22・29日：ALT

10日：開校記念日

21日：宿泊研修説明会

27・28・30日：春の三者面談

31日：英語検定【真龍中学校】

7・10・14・16・17・21・27・31日：ALT

13日：修学旅行結団式 14～17日：修学旅行

15日：炊事遠足 16日：交通安全教室

28日：開校記念日

【厚岸中学校】

10・13・17・20・24日：図書室開放

13日：修学旅行結団式

14～17日：修学旅行（3年）

29日：携帯電話安全教室 31日：社会見学（１年）

【翔洋高等学校】

1日:開校記念日

11日：長期乗船下船日

15日：交通安全教室（1・2年）

22～24日：午前授業

【各中学校】

18日：少年の主張大会

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください
６月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

『あっけし生涯学習情報紙 LL TIMES』への記事掲載
町民が参加できるものであれば行政・民間・各種団体・サークルなど問わず掲載できます！

(掲載例：団体のコンサート･作品展示会･フリーマーケットなど)

お気軽にお問い合わせ下さい。（生涯学習係 ℡ 0153-67-7700 ）

【日 時】 ６月１日（土）

【場 所】 真龍小学校

【対 象】 子どもの養育に関わる方

【その他】 託児あります。

申込時にお知らせください！

【申 込】 生涯学習係（67-7700）

『託児ありマーク』
託児が可能な事業・イベントについて「託児ありマーク」を表示しています！

上尾幌の山菜勉強会

【日 時】 ５月１１日（土）１０：００～１２：００

【場 所】 上尾幌駅前広場

【内 容】 ○特別講演「行者ニンニク等の山菜とは？」

講師：北海道教育大学名誉教授

田丸 典彦 氏

○地域・世代間交流会

※おにぎり持参。 汁物などは用意します。

【対 象】 事前に参加連絡があった方 定員２０人

【参加料】 高校生以下：２００円 一般：５００円

【申 込】 ５月１０日（金）まで

090-7650-0950（代表：金橋）

090-9513-5836（事務局長：山田）

070-2003-0119（広報：金子）

【日 時】 ６月１日（土）１３：３０～１５：４０

【場 所】 厚岸情報館 ２階 会議室

【内 容】 ➀クイズ！この本どこ？？13：30～14：00

➁音を楽しむおはなし会♪ 14：05～14：30

➂工作会

「ほえるかいじゅうを作ろう！」14：40～15：40

※定員２０人（受付先着順）

※小学生未満は保護者同伴

【申 込】 厚岸情報館（52-2246）

平成３１年度厚岸情報館春の子ども読書推進事業

カラーリーディングを学びませんか？


