
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

厚岸町と姉妹都市のクラレンス市（オーストラリア・タスマニア州）で

ホームステイ！地元の学校での授業体験！！クラレンス市内見学！！！

国際交流を通じて、ステップアップしてみませんか？

英会話など不安な点も、事前研修で解消してから現地へ向かうので大丈夫♪

参加お待ちしています！！

参加した先輩たちの声

自分に少し自信が持てるようになり、積極的に

行動できるようになりました！

外国の文化を知り、体験できてとても良い経験

ができました。

日常会話がすべて英語だったため勉強になった。

ホストファミリーがもう一つの家族になったよう

に感じました。

学校交流では、授業の仕方や勉強方法など日本の

学校と違うところが多くてビックリしました！

【日程】

令和２年３月２２日（日） ～３月２９日（日） ７泊８日

【対象】

町内の中学１・２年生、厚岸翔洋高等学校から推薦

された生徒

【定員】

中学生８人、高校生２人

※中学生の応募者が多数の場合は、作文等により

選考いたします。

【内容】

ホームステイ、学校交流、クラレンス市内見学 など

【申込】

６月１８日（火）～７月１９日（金）まで

参加希望者は、書類を各学校へ提出してください。

※書類は６月１８日（火）に学校から配付されます。

【日 時】 ６月２０日（木）１０：２０～１３：４５
【場 所】 真龍小学校

【内 容】 ●防災講座

講師：厚岸町役場危機対策室スタッフ

●給食試食

●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】 随時申込可能です。

『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！

【日 時】 毎月第１～第３金曜日（月３回）

・子どもの部 １９：００～２０：００

・大人の部 ２０：００～２１：１５

【場 所】 真龍小学校 １階多目的ホール

【受講料】 １，０００円／月

大人も子どももダンスを楽しもう！！



【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

【１３日(木)・２７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

【２７日（木）】

宮園保育所 13:20～13:40

真竜保育所 13:50～14:10

【５日（水）・１９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

【１４日(金)・２８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

【６日（木）】

厚岸小学校 9:50～10:10

【２０日（木）】

厚岸保育所 13:45～14:05

カトリック幼稚園 15:00～15:15

【６日（木）・２０日（木）】

さくら幼稚園 14:15～14:35

真龍中学校 15:30～15:45

【２８日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【１４日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【１２日(水)・２６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 (６月)

【日 時】 ６月８日（土） ・ ２２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】 ６月１５日（土） １３：３０～１４：２７

【内 容】 上映作品『おじゃる丸 さらばまったりな日々よ』

【対 象】 幼児から大人まで（無料）

【日 時】 ６月７日（金）

１９：００～２０：３３

【場 所】 厚岸情報館

（２階 視聴覚室）

【内 容】 上映作品

『私を野球に連れてって』

【対 象】 一般（無料）

－２－

夏の大三角や天の川を投映します。

【期間】 ６月～８月まで

【内容】 ・平日

１５：３０～ 夏の星座解説・アポロ１１号月面着陸

・土日祝日

１１：００～ 夏の星座と七夕物語（幼児向け）

１３：３０～ 夏の星座解説・アイヌ民族夏ものがたり

１５：３０～ 夏の星座解説・アポロ１１号月面着陸

【日 時】 ６月８日（土）

１３：３０～１５：０３

【場 所】 厚岸情報館

（２階 視聴覚室）

【内 容】 上映作品

『私を野球に連れてって』

【対 象】 一般（無料）

【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（１４：４０～１５：４０）

※定員２０人（受付先着順）

※小学生未満は保護者同伴

春の子ども読書推進事業

【場 所】 厚岸情報館

（２階 視聴覚室）

【日 時】 ６月２９日（土） １３：３０～１４：００

【内 容】 上映作品『うっかりペネロペ ペネロペ、数をかぞえる編』

【対 象】 幼児から大人まで（無料）

【日 時】 ６月１９日（水） １９：００～１９：３０

【場 所】 プラネタリウム室

【内 容】 プラネタリウム夏番組を投映します！

【対 象】 どなたでも

【入館料】 無料

オーロラ投映事業

【日 時】 ➀６月２１日（金）１９：００～２０：３０

➁６月２２日（土）１０：００～１１：３０

【場 所】 プラネタリウム室

【内 容】 オーロラメッセンジャーの中垣哲也さんが世界

各地で撮影したオーロラの映像を解説とともに

上映します。

【対 象】 どなたでも

【申 込】 不要

※直接、海事記念館へお越し下さい。

【入館料】 無料

～地球の両端に美しい光の輪が輝く…

私たちは奇跡の星に生きている～



【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】 ６月１２日～７月１０日

毎週水曜日

Ａ班：15：00～15：45

Ｂ班：16：00～16：45

（各班全５回）

【場 所】 温水プール

【内 容】 水慣れ遊びのほか、キック

浮き方など泳ぎの基礎を

指導します。

【対 象】 町内の小学１年生

【申 込】 ６月４日(火)～１１日(火)まで

※各班先着１５人

【参加料】 １回１００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】 ６月１９日 （水）

○H３０年１１月生れ ９：００～

○H３１年 ２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】 ６月１４日 （金） １３：３０～

【場 所】 あみか２１

【内 容】 妊婦さんの体調や、胎児の成長が健やかになるように「妊娠生活

のポイント」などの講話があります。

【対 象】 町内在住の妊婦さんとその家族

【問合せ】 保健福祉課健康推進係

【日 時】 ６月１０日 （月） １３：３０～

【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 「小児救命講習」 講師：救急隊員

【対 象】 お子さんの養育にかかわる方なら

どなたでも

【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】 ６月２６日 （水） １０：３０～
【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 消防署見学

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 ６月２１日（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】 ６月５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】 ６月２１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】 ６月７日 （金） １０：３０～１１：００
【場 所】 あみか２１

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【日 時】 ６月２１日～７月１９日

毎週金曜日

19：00～20：00

（全５回）

【場 所】 温水プール

【内 容】 平泳ぎを基礎から指導します。

【対 象】 クロールで呼吸をしながら２５ｍ

以上泳げる町内の高校生以上

の方

【申 込】 ６月１３日(木)～２０日(木)まで

※先着１５人

【参加料】 高校生：１回２１０円

高校生以上：１回３２０円

（施設使用料）

【日 時】 ６月２７日～７月２５日

毎週木曜日

Ａ班：15：00～15：45

Ｂ班：16：00～16：45

（各班全５回）

【場 所】 温水プール

【内 容】 水慣れ遊びのほか、キック

浮き方など泳ぎの基礎を

指導します。

【対 象】 来年度就学予定の町内幼児

【申 込】 ６月１９日(水)～２６日(水)まで

※各班先着１５人

【参加料】 無料



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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】 ６月１４日（金）～７月５日（金）

【場 所】 厚岸情報館／役場町民ホール

【内 容】 現在、町内の児童生徒が使用している教科書

や全国の小中学校で使用されている教科書を

展示します。

●６月１４日（金）～６月２７日（木）

厚岸情報館

●６月２８日（金）～７月 ５日（金）

役場町民ホール

【問合せ】 教育委員会 学校教育係（52-3131）

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【真龍小学校】

13日：読み聞かせ

19日：運動会総練習

23日：運動会 24日：振替休業日

25・26日：体力テスト

26日：街頭指導

【厚岸小学校】

6・21・28日：読み聞かせ

19日：運動会総練習

23日：運動会

24日：振替休日

【太田小学校】

4・11・12・18・25日：ALT

6日：晴天祈願祭 9日：太田小中合同運動会

10日：振替休業 21日：全校給食

【真龍中学校】

4・7・11・14・18・21・25・28日：ALT

14日：夏季中体連壮行会 15日：中体連（柔道）

15・16日：中体連（陸上・野球）

22日：中体連（野球） 22・23日：中体連（羽球）

【厚岸中学校】

3・7・17・24日：図書室開放

6・13・17・27日：ALT

6・7日：宿泊研修（2年） 14日：中体連壮行会

19・18日：期末テスト

【翔洋高等学校】

9日:サービス接遇検定

まぐろ販売実習

14日：ネットトラブル防止・防犯教室

27日：非行防止教室（１年）

28日：３校クリーン大作戦

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください
７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 ℡ 67-7700 ）

【日 時】 ７月１５日（月・祝）

午前の部：１０：３０～１２：００頃

午後の部：１３：３０～１５：００頃

【場 所】 真龍小学校

【対 象】 どなたでも ※親子での参加ＯＫです！

お家に鮮やかなお花を♪

癒やしのハーバリウムつくりませんか？

がん患者と家族の交流会

日ごろの悩みや心配ごと、気軽におしゃべりを楽しみ

ませんか？

【日 時】 ６月２９日（土） １３：００～１５：００

【場 所】 社会福祉センター ２階サロンルーム

【内 容】 今月は「脳トレ・ことば遊び」でリフレッシュ！

がん看護専門看護師、管理栄養士、歯科

衛生士が相談に対応してくれます。

【参加料】 ２００円

【問合せ】 石崎惠子（090-3113-9691）

【太田中学校】

5・12・19・24日：ALT

9日：運動会

10日：振替休業日

25・26日：期末テスト

28日：保育実習

【その他】 託児あります。

申込時にお知らせください！

【申 込】 ６月１７日（月）～７月８日（月）まで

各部先着８人

生涯学習係（67-7700）

【参加料】 無料

運動会に向けて走り方を学ぼう！

【日 時】 ６月８日（土）・９日（日） １泊２日

【場 所】 ネイパル厚岸

【内 容】 学習➀ 心づくり教室 講師：川瀬 浩一 氏

走るために必要な気持ちなどについて学びます！

学習➁ からだづくり教室 講師：萬 かんな 氏

走るために必要な体を作るための食事などについて学びます！

学習➂ はしりかた教室 講師：小林 敏美 氏

走るための技術などについて、実技をとおして学びます！

【申 込】 ６月３日(月)まで ※先着５０人

ネイパル厚岸（52-1151）

【参加料】 小・中学生 ：２，０００円

保護者 ：２，８００円


