
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

【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。

【日 時】 ７月２２日（月）１０：３０～１３：４５
【場 所】 真龍小学校

【内 容】 ●環境講座（身近な害獣・害虫について）

講師：厚岸町役場 環境林務課スタッフ

●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。

【日 時】 ７月１５日（月）
➀10：30～12：00 ➁13：30～15：00

【場 所】 真龍小学校 2階 ランチルーム

【内 容】 ハーバリウム（植物標本）をつくります。

【対 象】 どなたでも（親子での参加OKです！）

【申 込】 申込は終了しました。

【参加料】 無料

【その他】 託児あります。

【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】

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。

海外経験でステップアップしてみよう！

たくさんの応募をお待ちしてます♫

『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。

何かを教えたい人、何かを学びたい人の要望

にお答えする活動です！

教えてみたい人はどうするの？

楽しく学ぶが

モットーです♪

①事務局(生涯学習係)へ、教えたい種目・期間・

日時・必要な費用等についてお知らせ下さい！

➁事務局で日程調整・場所の確保を行い、講座と

して開設します。

※資格の有無は問いません。

って方はご連絡ください。



【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

【１１日(木)・２５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

【２５日（木）】

宮園保育所 13:20～13:40

真竜保育所 13:50～14:10

【３日（水）・１７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

【１２日(金)・２６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

【４日（木）・１８日（木）】

厚岸小学校 10:10～10:30

さくら幼稚園 14:15～14:35

真龍中学校 15:30～15:45

【１８日（木）】

厚岸保育所 13:45～14:05

カトリック幼稚園 15:00～15:15

【２６日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【１２日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【１０日(水)・２４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

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 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 (７月)

【日 時】 ７月１３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】 ７月６日（土）

１３：３０～１４：００

【内 容】 上映作品

『ぴったんこ！ねこざかな➅』

【対 象】 幼児から大人まで（無料）

－２－

2019本の森フェスティバル

【場 所】 厚岸情報館（２階 視聴覚室）

【日 時】 ７月２０日（土）

１３：３０～１５：０５

【内 容】 上映作品

『怪盗グルーの月泥棒』

【対 象】 幼児から大人まで（無料）

【日 時】 ７月２１日（日） ８：００～１３：００

※荒天時 ７月２８日（日）に延期

【場 所】 海事記念館へ集合

【内 容】 国指定天然記念物「大黒島海鳥繁殖地」で、

ゼニガタアザラシやオオセグロカモメなどを観察

します！

【対 象】 町内の小学４年生以上

（小学生は保護者同伴）

【申 込】 ７月５日（金）～１５日（月）まで ※先着１５人

【参加料】 ２００円（保険料として）

【場 所】 厚岸情報館（２階 視聴覚室）

海の日は入館料無料!
７月１５日（月）《海の日》は、海事記念館の入館が無料です。

【期 間】 ７月７日（日）まで

【場 所】 １階ホール

【内 容】 館所蔵の昔の教科書と町内小中学校の変遷

を辿るパネルを展示しています。

【観覧料】 無料

【期 間】 ７月３日（水） １９：００～１９：３０

【場 所】 プラネタリウム室

【内 容】 幼児向けプラネタリウム夏番組を投映します。

【参加料】 無料

【期 間】 ７月１９日（金） １９：００～１９：４５

【場 所】 プラネタリウム室

【内 容】 夏の星座解説をします。

【参加料】 無料

【期 間】 ７月２３日（火）～８月２５日（日）

【内 容】 町内在住の個人及び団体会員等が描いた厚岸町に

関する絵画等に、歴史解説を加えて展示します。

今回は、木村吉男さんが描いた絵葉書を展示します。

【日 時】 ７月２７日（土）・２８日（日） 両日１０：００～
【場 所】 厚岸情報館、くらしの交流広場 等

【内 容】 ●両日

・くじらくんぬりえコンクール ・木のおもちゃであそぼう

・作品展示（ウツミマサミツ絵画・大人のぬり絵 等） など

●２７日（土）

・はたらく車にさわってみよう！のってみよう！

・自転車でやってくる！あの紙芝居屋さん など

●２８日（日）

・フリーマーケット ・古本市 ・野焼きパンをつくろう！

・自然の素材を活かした工作教室 など

※詳細はチラシ・ポスターをご覧下さい。

【日 時】 ７月１２日（金）

１８：３０～２０：４７

【内 容】 上映作品

『未知との遭遇』

【対 象】 一般（無料）

【日 時】 ７月１３日（土）

１３：３０～１５：４７

【内 容】 上映作品

『未知との遭遇』

【対 象】 一般（無料）



年齢 望ましい睡眠時間

６～１３歳 ９～１１時間

１４～１７歳 ８～１０時間

１８～６４歳 ７～９時間

６５歳～ ７～８時間

【問合せ・申込み先】

スポーツ課 ℡５２－７７８５

－３－スポーツ課からのおしらせ
SPORTS
INFORMATION

【日 時】 ７月１３日（土）９：００～１１：３０

※荒天・悪天時 中止します。

【集合場所】 厚岸町B＆G海洋センター艇庫

（港町・厚岸大橋たもと）

【内 容】 陸上で基礎練習を行った後に、

厚岸湖でカナディアンカヌーに

乗ります。

【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】 ７月２４日 （水）

○H３０年１２月生れ ９：００～

○H３１年 ３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

【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】 ７月１７日 （水） １０：３０～
【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 たなばたあそび

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 ７月１２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】 ７月３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】 ７月１９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】 ７月８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

【対 象】 小学４年以上の町民

【申 込】 ７月９日(火)まで ※先着１５人

【参 加 料】 無料

【持 物】 長袖、長ズボン（雨合羽・フリース等防寒になるもの）

濡れてもいい靴（長靴など）、着替え一式、バスタオル

フェイスタオル

【そ の 他】 カヌー・パドル・ライフジャケットは主催者で用意します。

早 寝

早 起 き

朝 ご は ん
夏休みがはじまり、生活習慣が乱れがち

になります。

「早寝・早起き・朝ごはん」を意識して

規則正しい生活習慣を心がけましょう！

【日 時】 ７月４日 （木）

【場 所】 あみか２１

【内 容】 ○小児科・歯科診察

○計測

○問診

【対 象】 H２７年７月５日～H２８年７月４日生れ

【問合せ】 保健福祉課健康推進係

あなたは、自分の必要な睡眠時間を知っていますか？

自分はどれくらい睡眠が必要なのか、下の表で確認し

てみてください♪

夜にスマホなどで明るい光（ブルーライトなど）

を見ると、眠りにくくなってしまいます。

夜の使用は避けて、ぐっすり眠りましょう！

2015 

米国国立

睡眠財団

公表



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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】 ７月３０日（火）～８月１日（木）

【場 所】 ネイパル厚岸

【対 象】 地域で活躍するリーダーを目指す中学生

高校生

【内 容】 他市町村の取組交流や、ネイパル周辺施

設等の見学、地域活性化に関するワーク

ショップなどを行います。

【問合せ】 ネイパル厚岸（52-3131）

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【真龍小学校】

2日：校外学習（2・3年）

3日：参観日（4～6年）

3・5・10・12・19・24日：水泳学習

8日：参観日（１～3年）

26・29日：ステップアップ教室

【厚岸小学校】

3日：高学年参観日

4日：低学年参観日

12日：読み聞かせ

26・29日：パワーアップ学習

【太田小学校】

2・9・16・23日：ALT 9日：水泳教室

11日：参観日 12日：遠足（ゆめの森公園）

26・29日：学習サポート

【真龍中学校】

2・5・9・11・19・22・23日：ALT

12日：体育祭総練習 13日：体育祭

16日：振替休業日 19日：思春期講座（2年）

【厚岸中学校】

4・8・18・24日：ALT

10日：体育大会総練習 12日：体育大会

24日：大掃除

【翔洋高等学校】

3～5日:前期中間考査

10日：ガス溶接講習

19・20日：第11回翔洋祭

22日：振替休業日 27日～：夏季休業

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください
８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！（生涯学習係 ℡ 67-7700 ）

【日 時】 ８月６日（火）～１０日（土）１３：００～１５：３０

※１０日のみ １３：００～１５：００

【場 所】 厚岸情報館（コンピュータ実習室）

【内 容】 ワード２０１３を使って、簡単な文章を見やすくレイ

アウトできるように、様々な方法を学習します！

●講師 Ｔ・Ｍパソコン教室 今井 敏明 氏

【対 象】 町内の中学生

【受講料】 無料 ※別途テキスト代（1，296円）が必要

【申 込】 ８月１日（木）まで ※先着８人

厚岸情報館（52-2246）

【期 間】 ７月２日（火）～８月３１日（土） ９：３０～１５：３０

【場 所】 木工センター

【内 容】 町内で間伐された木材を利用し、糸のこなどを

使って「巣箱」や「車のおもちゃ」などを作ること

ができます！

【費 用】 １作品分まで無料

【問合せ】 木工センター（52-3451）

環境林務課林政係（52-3131）

※希望日の３日前までに申込みしてください。

【太田中学校】

3・10・17・24日：ALT

4・16日：水泳教室 5日：参観日

11・12日：宿泊研修（1・2年）

20日：土曜授業（防犯教室）

26・30・31日：レベルアップタイム

【日 時】 ７月１７日（水） １５：００～

【場 所】 厚岸情報館 他

【内 容】 犯罪や非行、交通事故のない明るい社会を築く

ために、湖北地区と湖南地区での啓発パレードを

行います。

【問合せ】 青少年育成センター（67-7700）

《スケジュール》

●開会式（厚岸情報館） ・・・・・・ 15：05～

●湖北地区パレード ・・・・・・・ 15：30～

（厚岸情報館～役場まで）

●湖南地区パレード ・・・・・・・ 16：10～

（旧厚岸消防署～社会福祉センターまで）

●閉会式（社会福祉センター） ・・ 16：45～

【日 時】 ８月９日（金）～１１日（日） ２泊３日

【場 所】 ネイパル厚岸

【内 容】 ボランティアへの一歩を踏み出そう！

【対 象】 中学生以上

【申 込】 ネイパル厚岸（52-1151）

※先着２０人

夏に差をつける! 

【各小中学校】

25日:終業式／前期第１ステージ終了


