
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 時】 ９月４日（水）
開演 １９：００（約６０分）

【場 所】 真龍小学校 体育館

【内 容】 「A列車で行こう」などジャズの名曲を

お送りします。

公演団体：Heaven's Music Project

【対 象】 どなたでも

【申 込】 当日、直接会場へお越し下さい。

【入場料】 無料

【その他】 上履きをご持参ください。

【日 時】 ９月８日（日）１３：３０～
【場 所】 厚岸情報館 ２階

【内 容】 シニア劇団公演鑑賞

【対 象】 概ね６５才以上の町民

【申 込】 随時申込可能です。

【日 時】 ９月１３日（金）１０：３０～１３：４５
【場 所】 真龍小学校

【内 容】 ●新IP告知端末説明会

講師：危機対策室担当スタッフ

●クラブ活動（最終回）

和紙絵/カルトナージュ/ヨーガ/リズムダンス

福祉スポーツ/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。

トップノッチミュージック鑑賞事業

ジャズの名曲たちと贅沢な夜の時間を過ごしませんか。

【日 時】 ９月８日（日）１３：３０開演（約８０分）
【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

【申 込】 当日、直接会場へお越し下さい。

【入場料】 無料

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！

【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。

炊き出し体験や段ボールベッド作りなど

【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

厚岸町民文化祭 出品者・出演者

募集スタート!!

《作品展示の部》

開 催 日：１１月２日（土）～４日（月）

申込締切：１０月１０日（木）まで

《芸能発表の部》

開 催 日：１１月１７日（日）

申込締切：１０月１６日（水）まで

参加申込用紙に必要事項を記入のうえ、期日

までに下記へ申込みください。

〒088-1151

厚岸町真栄２丁目１番地

厚岸町民文化祭実行委員会事務局

（生涯学習課生涯学習係）

Piano
齊藤 桃子

Contrabass
北垣 響

Saxophone
蛇池 雅人

Drum
細川 直来

皆様のご参加を、心よりお待ちしています！

厚岸町教育委員会・ネイパル厚岸 共催事業



【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

【１２日(木)・２６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

【２６日（木）】

宮園保育所 13:20～13:40

真竜保育所 13:50～14:10

【４日（水）・１８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

【１３日(金)・２７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

【５日（木）・１９日（木）】

さくら幼稚園 14:15～14:35

真龍中学校 15:30～15:45

【１９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

【２７日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【１３日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【１１日(水)・２５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 (９月)

【日 時】 ９月１４日・２８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】 ９月７日（土）１３：３０～１４：０２

【内 容】 上映作品

『こびと観察入門 ハナガシラ編』

【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】 ９月２１日（土）１３：３０～１４：２０

【内 容】 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

天の川の段

ブラックホールの段』

【対 象】 幼児から大人まで（無料）

【日 時】 ９月１５日（日）、１６日（月）
➀１１：００～１１：４５ ②１４：００～１４：４５

【場 所】 海事記念館 １階会議室

【内 容】 ・クリーニング作業の公開

・文化庁職員と海事記念館学芸員による解説

・出土当時の写真パネル展示

【対 象】 どなたでも（参加無料）

【申 込】 当日、直接お越し下さい。

【場 所】 厚岸情報館（２階 視聴覚室）

【期 間】 ９月１４日（土） １０：００～１２：００

【場 所】 海事記念館 １階会議室

【内 容】 『国泰寺住職退任願いを読む』

講師：釧路短期大学 佐藤 宥紹 教授

【対 象】 一般（無料）

【申 込】 ９月１１日（水）まで ※先着１５人

【日 時】 ９月１３日（金）１９：００～２０：１７

【内 容】 上映作品『奥様は魔女』(1942年・米）

【対 象】 一般（無料）

【日 時】 ９月１４日（土）１３：３０～１４：４７

【内 容】 上映作品『奥様は魔女』（1942年・米）

【対 象】 一般（無料）

現在、海事記念館で展示している“丸木舟”が来春白老町

に開設される国立アイヌ民族博物館で展示されます！

丸木舟移送に伴う準備作業として、保存処理の一部を一般

公開します。

【期 間】 ９月２１日（土） ９：００～１５：００ ※雨天決行

【場 所】 厚岸町（集合場所：海事記念館）

【内 容】 厚岸町にある博物館を学芸員と一緒に巡ります。

【対 象】 一般

【申 込】 ９月３日（火）～１６日（月）まで ※先着１５人

【参加料】 保険料２００円、昼食代

【期 間】 ９月７日（土）～２３日（月）９：００～１７：００

【場 所】 海事記念館 １階ホール

【内 容】 町内の小学生が夏休みに作成した『海』に

関する作品を展示します。

【観覧料】 無料

【期 間】 ９月３日（火）～１２月１日（日）

【場 所】 プラネタリウム室

【内 容】 ・平日

15：30～ 秋の星空解説・ブラックホール

・土日祝日

11：00～ 秋の星空解説・ブラックホール

13：30～ 秋の星空解説・アイヌの星座の話

15：30～ 秋の星空解説・ブラックホール



【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】 ９月２５日 （水）

○H３１年 ２月生れ ９：００～

○H３１年 ５月生れ１０：００～

【場 所】 あみか２１

【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】 ９月２５日 （水） １０：３０～
【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 消防車に乗ろう

※雨天時は翌日に変更

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 ９月２０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】 ９月４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】 ９月２０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】 ９月９日 （月） 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】 ９月２７日～１０月２５日 毎週金曜日

１９：００～２０：００（全５回）

【場 所】 温水プール

【内 容】 水の抵抗や浮力を利用した安全な有酸素

運動で水中をウォーキングします。

【対 象】 町内の高校生以上の方

【申 込】 ９月１９日（木）～２６日（木）まで※先着１５人

【参加料】 高校生：１回２１０円 一般：１回３２０円

（施設使用料）

※１０月以降、高校生２２０円、一般３３０円

【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

Facebookで情報発信中
生涯学習係では「Facebook」で、事業のお知らせや

報告などを行っています。

随時、さまざまな情報を発信していますのでぜひご覧

下さい！
QRコードを読み取っていただくと

生涯学習係のページへ移動します。

厚岸町 生涯学習 Facebook

検索でも出てきます！

『あっけし生涯学習情報紙 LL TIMES』

へ記事掲載してみませんか？？

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･イベントなど)

お気軽にお問い合わせ下さい。

【問合せ先】

厚岸町教育委員会生涯学習課生涯学習係

TEL 0153 - 67 - 7700



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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】 ９月１４日（土） ９：００～１３：３０

【場 所】 標茶町塘路公民館

【内 容】 ４つの体験コースから１つ選んで活動します！

➀乗馬体験 ➁勾玉作り ➂ムックリ演奏体験

④ペーパークラフト＆野外体験

【申 込】 ９月５日（木）まで

【参加料】 ５００円（材料費、昼食代含む）

【問合せ】 厚岸町地域子ども会育成連絡協議会

事務局《生涯学習係》（67-7700）

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【真龍小学校】

2日：参観日 10・11日：修学旅行（6年）

10日：校外学習（2年）

12日：回復休業（6年）

17日：北方領土学習（6年）

25日：校外学習（1年）

26日：校外学習（4年）

【厚岸小学校】

2日：小中合同避難訓練/防災教室

12・13日：宿泊研修（5年）

19・20日：修学旅行（6年）

【太田小学校】

2～6日：夏休み 6日：生活安全教室

9日：午前授業 13日：参観日/懇談会

19・20日：修学旅行

【真龍中学校】

3・6・10・13・17・20・24・27日：ALT

3日：避難訓練 20日：立会演説会/生徒会選挙

28日：土曜授業/文化祭会場準備

29日：文化祭 30日:振替休業日

【厚岸中学校】

2日：小中合同避難訓練/防災教室

5・12・19・26日：ALT 6日：中間テスト

20日：厚中祭前日準備 21日：厚中祭

24日：振替休業日

【翔洋高等学校】

2～4日:前期期末考査

9日：生徒会役員選挙

11～23日：体験・短期乗船実習

26日：前期体育大会 27日：前期終業式

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください
１０月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

【太田中学校】

4・11・18・25日：ALT

4・5日：職業体験学習（２年）

20日：中間テスト

25日：職場体験（１年）

【各小学校】

3日:小学生体力測定競技会

4日:芸術鑑賞

厚岸町に北海道警察音楽隊がやってくる♪

第３３回

【日 時】 ９月７日（土） 開演１８：００

【場 所】 社会福祉センター 大ホール

【内 容】 町内の吹奏楽団が一堂に会して演奏します！

《出演団体》

・厚岸小学校金管バンド同好会

・厚岸中学校吹奏楽部 ・真龍中学校吹奏楽部

・厚岸翔洋高等学校吹奏楽部 ・厚岸町吹奏楽団

前売券：600円、当日券：800円（小学生以下無料）

※前売券販売所：丸一タバタ、厚岸情報館

ポウラスター・ミヤカワ

【問合せ】 厚岸町吹奏楽団 森脇（52-2341）

【日 時】 ９月２１日（土） 開演１３：３０ 開場１２：３０

【場 所】 真龍小学校 体育館

【内 容】 北海道警察音楽隊が楽しい演奏を聴かせて

くれます！

※上履きを持参してください。

【対 象】 どなたでも

【入場料】 無料

【問合せ】 厚岸地区防犯協会池田（52-0110）

厚岸町防犯協会稲井（52-3131）

浜中町防犯協会西（62-2111）

消費生活講演会

【日 時】 ９月２９日（日）１０：３０～１２：００ 開場１０：００
【場 所】 厚岸情報館 ２階視聴覚室

【内 容】 落語や体験談を交え、賢い消費者になるための

エシカル消費について楽しくお伝えします！

（エシカル消費：人や社会、環境に配慮した消費活動）

講師：立川 平林（たてかわ ひらりん）氏

【入場料】 無料

【問合せ】 観光商工課商工雇用係（52-3131）

【日 時】 １０月９日（水）１９：１５～２０：００
※悪天候の場合、１０日に延期

【場 所】 ネイパル厚岸

【内 容】 釧路市こども遊学館移動天文車「カシオペヤ号」の

天体望遠鏡で恒星観測等を行います！

【対 象】 どなたでも ※中学生以下は保護者同伴

【参加料】 無料

【問合せ】 海事記念館（52-4040）

【日 時】 １０月５日（土）～６日（日）１泊２日

【場 所】 ネイパル厚岸

【内 容】 ボランティアのお兄さん・お姉さんとたくさん

遊ぼう！

【対 象】 小学１～２年生

【申 込】 ネイパル厚岸（52-1151） ※定員４０人

TEL 0153 - 67 - 7700


