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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 時】 ８月２０日（火）１０：３０～１３：４５
【場 所】 真龍小学校

【内 容】 ●３Ｂ体操講座

講師：柳田 久子 氏

●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】 ８月６日（火）
10：00～11：00

【場 所】 あみか２１ 健診スペース

【内 容】 ベビーマッサージの体験を行います。

講師：成田 美生 氏

【対 象】 生後２ヶ月～７ヶ月の乳児とその母親

【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。

【日 時】 ８月６日（火）
13：00～14：30

【場 所】 あみか２１ 健診スペース

【内 容】 親子の手型や足形をとり、そこに工夫

を加えて１つの作品を作ります。

講師：成田 美生 氏

【対 象】 生後２ヶ月からの子とその保護者

【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。

【サークル活動などで真龍小学校を利用できます！】

厚岸町教育委員会では、学校開放事業として、真龍小学校を、

生涯学習施設として地域のみなさんへ開放しています！

学校の授業がない日、時間に特別教室(家庭科室や図工室など)

や体育館などを無料でご利用いただけます。

～今後の生きがい大学の予定～

9月：シニア劇団鑑賞/教養講座+クラブ活動

１０月：町外研修（スイートピアガーデン）

１１月：教養講座/生涯学習講演会

１２月：真龍小学校３年生と交流

１月：映画鑑賞会

２月：調理実習

３月：修了式/おたのしみ交流会

※予定のため、変更になることがあります。

親子の手型でかわいいアートを作ります！

◆利用の手順◆

➀生涯学習係（67-7700）へ空室

状況を確認

②利用申請書を提出

③承認書を受け取る

今月Pick Upするのは

Harbaland

最近、お花屋さんや雑貨屋さんでよく見かけるようになった「ハーバリウム」

自分で作ってみたいな…と思っている方は多いのではないでしょうか？

なんと厚岸町でもハーバリウムづくりの体験が出来るのです！

Bloomさんでは、体験レッスンの他にイベントの依頼なども受付けています。

【連絡先】フェイスブック、インスタグラムのDM

090-7640-7819（※平日の電話での問合せは、17：30以降）

↑Facebook

↑Instagram



【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

【１５日(木)・２９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

【２９日（木）】

宮園保育所 13:20～13:40

真竜保育所 13:50～14:10

【７日（水）・２１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

【９日(金)・２３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

【８日（木）・２２日（木）】

さくら幼稚園 14:15～14:35

真龍中学校 15:30～15:45

【８日（木）】

厚岸小学校 9：50～10：10

【２２日（木）】

厚岸小学校 10:10～10:30

厚岸保育所 13:45～14:05

カトリック幼稚園 15:00～15:15

【２３日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【９日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【１４日(水)・２８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 (８月)

【日 時】 ８月１０日・２４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】 ８月３日（土）

１３：３０～１４：００

【内 容】 上映作品

『ぴったんこ！ねこざかな⑦』

【対 象】 幼児から大人まで（無料）

－２－

【場 所】 厚岸情報館（２階 視聴覚室）

【日 時】 ８月１７日（土）

１３：３０～１４：２０

【内 容】 上映作品

『うちのウッチョパス①』

【対 象】 幼児から大人まで（無料）

【日 時】 ８月２５日（日） ９：００～１５：３０ ※雨天決行

【場 所】 標茶町、鶴居村 （集合：海事記念館）

【内 容】 昨年、北海道遺産に選定された標茶町の集

治監や鶴居村の簡易起動などを巡ります。

【対 象】 どなたでも

【申 込】 ８月６日（火）～８月１６日（金）まで

※先着２０人

【参加料】 ２００円（保険料として）

昼食代、入館料（標茶町博物館）は自己負担

【場 所】 厚岸情報館（２階 視聴覚室）

【期 間】 ８月９日（金） １０：００～１２：００

【場 所】 海事記念館 １階会議室

【内 容】 紙すきで、自分だけのハガキを作ります。

【対 象】 小学生※小学３年生以下の人は保護者同伴

【申 込】 ８月７日（水）まで ※先着１０人

【参加料】 無料

【その他】 汚れても良い服装（タオル持参）

【期 間】 ８月２５日（日）まで

【場 所】 海事記念館

【内 容】 木村吉男さんが描いた絵葉書に歴史解説を

添えて展示しています！

【日 時】 ８月１５日（木）１０：３０～１２：２０
【場 所】 厚岸情報館（２階 視聴覚室）

【内 容】 上映作品『キャスパー』１９９５年 アメリカ

【日 時】 ８月９日（金）

１９：００～１９：５８

【内 容】 上映作品

『毛糸の指輪』

【対 象】 一般（無料）

【日 時】 ８月１０日（土）

１３：３０～１４：２８

【内 容】 上映作品

『毛糸の指輪』

【対 象】 一般（無料）

【日 時】 ８月１６日（金）１０：３０～１２：１０
【場 所】 厚岸情報館（２階 視聴覚室）

【内 容】 上映作品『ナイトミュージアム』２００６年 アメリカ

夏休みに映画を見よう！！

映画を見る方にはポップコーンをプレゼント♪

２日間は、視聴覚室は飲み物OKです。

【期 間】 ８月２３日（金） １９：００～１９：３０

【場 所】 海事記念館 プラネタリウム室

【内 容】 プラネタリウム夏番組と『アイヌ民族星もの

がたり（夏）』を投映します。

【参加料】 無料

夏休み期間中はプラネタリウムの投映が増えます！

夏休み期間中、全ての日が下記時間帯で投映します。

➀１１：００ ②１３：３０ ③１５：３０

【期 間】８月１８日（日）まで



【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

【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】 ８月２１日 （水）

○H３１年 １月生れ ９：００～

○H３１年 ４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】 ８月２８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】 ８月２３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】 ８月７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】 ８月２３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】 ８月２３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】 ８月２９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８月３０日～H３０年２月２９日生れ

【問合せ】 保健福祉課健康推進係

【日 時】 ８月２日 （金） １１：００～

【場 所】 あみか２１

【内 容】 釧路財務事務所「子育て世代の【お金】の話」

【対 象】 子どもの養育に関わっている方

【問合せ】 保健福祉課健康推進係

【日 時】 ８月２２日～９月１９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方

【申 込】 ８月１４日（水）～

２１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）

【日 時】 ８月２３日～９月２０日

毎週金曜日

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】 ８月１５日（木）～

２２日（木）まで

※各班先着１５人

【参加料】 無料

【日 時】 ８月２８日～９月２５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】 ８月２０日（火）～

２７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】 ８月１１日（日）～８月１２日（月）

【場 所】 ネイパル厚岸

【対 象】 未就学児から小学校低学年の児童とその

保護者

【内 容】 家族でさまざまな野外活動をします！

（ハイキングやバーベキューなど）

【参加料】 ４歳未満：２６０円、４歳以上：１，３６０円

小学生：１，８６０円、保護者：２，９１０円

【問合せ】 ネイパル厚岸（52-1151）

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【真龍小学校】

21～２９日：夏休み作品展

21日：水泳学習（2・6年）

23日：水泳学習（4・5年）/心の劇場（6年）

27・28日：宿泊研修（5年）

30日：水泳学習（1・3年）

【厚岸小学校】

21～28日：夏休み作品展

23・30日：読み聞かせ

23日：心の劇場（6年）

24日：土曜授業（地域参観日/親子清掃）

【太田小学校】

20・27日：ALT 21日：水泳教室

23日：心の劇場（5・6年）

29・30日：夏休み体験発表会

【真龍中学校】

20・23・27・30日：ALT

28日：学力テスト/PTA役員会

29日：地元企業交流会

30日：芸術鑑賞/厚岸町子ども☆未来ミーティング

【厚岸中学校】

5・6・7日：夏休み学習会

20～23・29・30日：厚中祭放課後活動

28日：学力テスト 29日：地元企業交流会

30日：芸術鑑賞

【翔洋高等学校】

1・2日:調理授業 7日：潜水士試験

19日：開寮/夏季進学講習

20日：全校集会

26日～：生徒指導週間

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください
９月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

【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】

20日：バス乗車指導

21・26日：ALT

28日：学力テスト

30日：芸術鑑賞

【日 時】 ９月２１日（土）～２３日（月） ２泊３日

【場 所】 ネイパル厚岸

【内 容】 災害時に役立つ知識等を体験を通して

学びます。

【対 象】 小学３年生～中学３年生

【申 込】 ネイパル厚岸（52-1151）

※先着４０人

トップノッチミュージック事業

【各小中学校】

20日:始業式／前期第２ステージ開始

【日 時】 ９月８日（日） １３：３０開演

【場 所】 厚岸情報館

【内 容】 公演演目「橋のたもとで」

【対 象】 どなたでも

【問合せ】 教育委員会生涯学習係（67-7700）

【日 時】 ９月１日（金） １０：００～

【場 所】 厚岸情報館 ２階会議室・視聴覚室

【内 容】 町内の各中学校から推薦された生徒が、教科

書の各Lessonまたは各ページを暗唱します。

【問合せ】 教育委員会指導室（52-3131）

【日 時】 ９月４日（水） １９：００開演

【場 所】 真龍小学校 体育館

【内 容】 ジャズの名曲をたくさんお送りします！

○公演団体：Heaven's Music Project

【対 象】 どなたでも

【問合せ】 教育委員会生涯学習係（67-7700）

ジャズの名曲たちと贅沢な夜の時間を過ごしませんか。

夏はネイパルでゆる～く自然を満喫！

お子さんと夏の思い出をつくりませんか？

災害が起きた時…とるべき行動とは？

災害が起きる前に考えましょう！


