
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】 １０月１５日～１２月１０日 毎週火曜日（※１１月１２日除く）

１９：００～２０：３０

【場 所】 真龍小学校 ３階 視聴覚室

【内 容】 これから英語をはじめたい人向けの英会話教室です。

アシスタントもつくので安心して参加いただけます！

○講師 厚岸町ALT２名（愛称クリス、リース）

【対 象】 どなたでも

【申 込】 １０月４日（金）まで ※先着１５人

【受講料】 無料

【その他】 辞書があると便利です。

【日 時】 １０月２日（水）
【場 所】 音更町

【内 容】 ●スイートピアガーデン見学

工場見学

お菓子作り体験

●昼食

【対 象】 概ね６５才以上の町民

やさしいALTと一緒に英語を楽しもう！！

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）

皆様のご参加を、心よりお待ちしています！

今月の生きがい大学は…･

『町外研修』だ！！！

【日 時】 １０月２６日（土）
午前の部：１０：００～１２：００

午後の部：１４：００～１６：００

【場 所】 真龍小学校 ２階 図工室

【内 容】 フィンランドの伝統的な装飾品「ヒンメリ」を

つくります。

○講師 児島 舞 氏

【対 象】 どなたでも

【申 込】 １０月１１日（金）まで ※各部先着１０人

【参加料】 無料

ヒンメリ…フィンランドの伝統的な装飾品で「光のモビール」

とも言われています。

麦わらと糸で作られるあたたかい作品です！

【日 時】 １０月２０日（日）
１０：００～１５：３０

（お昼休憩１２：００～１３：３０）

【場 所】 真龍小学校 ３階 理科室

【内 容】 カリグラフィーの基本から練習し、『For you』

のカード作りを体験します。

○講師 市川 友恵 氏

【対 象】 どなたでも

【申 込】 １０月３日（木）まで ※先着１０人

【参加料】 無料

西洋の書道『カリグラフィー』を

基礎から学んでみませんか？



【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

【１０日(木)・２４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

【２４日（木）】

宮園保育所 13:20～13:40

真竜保育所 13:50～14:10

【２日（水）・１６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

【１１日(金)・２５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

【１７日（木）】

厚岸保育所 13:45～14:05

カトリック幼稚園 15:00～15:15

【３日（木）・１７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

【２５日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【１１日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【９日(水)・２３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 (10月)

【日 時】 １０月１２日・２６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】 １０月５日（土）１３：３０～１４：１５

【場 所】 厚岸情報館（２階視聴覚室）

【内 容】 上映作品

『うちのウッチョパス②』

【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）

令和元年度

【日 時】 １０月１１日（金）

１９：００～２０：２５

【内 容】 上映作品

『キング・ソロモン』

【対 象】 一般（無料）

【日 時】 １０月１２日（土）

１３：３０～１４：５５

【内 容】 上映作品

『キング・ソロモン』

【対 象】 一般（無料）

海事記念館・郷土館・太田屯田開拓記念館 無料開放!!
以下の日程で、３館を無料開放します。ぜひご来場ください♪

①牡蠣まつり期間中の土日祝日（10月５・６・１２・１３・１４日） ②即位礼正殿の儀（１０月２２日） ③文化の日（１１月３日）

【期 間】 １０月１６日（水）～１１月１６日（土）

【内 容】 ビンゴカードに書かれたテーマの本

を読んだり、おはなし会に参加する

とスタンプがもらえ、 ビンゴになると

景品がもらえます！

※ビンゴカードは、本館・分館・図書

館バスで配布

【参加料】 無料

【期 間】 １０月３日（木）～１４日（月）

【場 所】 厚岸情報館２階会議室

【内 容】 役場庁舎内に飾られている絵画のうち、“厚岸の海”を描いた作品を展示します。

【日 時】 １０月２６日（土） １０：００～１２：００
【場 所】 厚岸情報館 ２階視聴覚室

【内 容】 ○講師

釧路短期大学教授 佐藤 宥紹 氏

【対 象】 どなたでも（参加無料）

【申 込】 当日、直接お越し下さい。

【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 駐車場

【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

（参加無料）

【日 時】 １０月２３日（水）
１９：００～１９：３０

【場 所】 海事記念館 プラネタリウム室

【内 容】 プラネタリウム秋番組「見つけよう！秋の星

座たち」と「アイヌ民族星ものがたり（秋）」を

投映します。

【参加料】 無料

令和元年度

【期 間】 １０月５日（土）～２０日（日）
【場 所】 海事記念館 １階ホール

【内 容】 町内小中学生が応募した「初開催！宇宙万博」

をテーマにした絵画を展示します！

【観覧料】 作品展の観覧のみ無料



問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください

【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

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

【内 容】 ミニ運動会

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 １０月２５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！

保健師、栄養士への相談、身長・体重計測ができます！

【日 時】 １０月４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】 １０月３１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11月1日～

H２８年10月31日生れ

【問合せ】 保健福祉課健康推進係

【日 時】 １０月２３日 （水）

○H３１年 ３月生れ ９：００～

○R１年 ６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】 １０月２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】 １０月２５日 （金） １１：００～
【場 所】 あみか２１

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【日 時】 １０月１０日～１１月７日 毎週木曜日

１６：００～１６：４５（全５回）

【場 所】 温水プール

【内 容】 水慣れ遊びのほか、浮き方・キックなど泳ぎの基礎

を指導します。

【対 象】 町内の小学２年生

【申 込】 １０月２日（水）～９日（水）まで ※先着１５人

【参加料】 １回１１０円 （施設使用料）

【日 時】 １０月１６日・３０日１１月６日・１３日・２０日

水曜日 １６：００～１７：００（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】 町内の小学３・４年生

【申 込】 １０月８日（火）～１４日（月）まで※先着１５人

【参加料】 １回１１０円（施設使用料）

今月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

【日 時】 １０月２５日（金）～２９日（火）４泊５日

【場 所】 ネイパル厚岸

【内 容】 ネイパルでプレミアムなフライデーを！！

【対 象】 小学３年生～中学３年生、家族

【申 込】 先着４０人

【問合せ】 ネイパル厚岸（52-1151）

【日 時】 １０月２６日（土）～２７日（日）１泊２日

【場 所】 ネイパル厚岸

【内 容】 ネイパルで秋を満喫しよう♪

【対 象】 小学３年生～中学３年生、家族

【申 込】 先着４０人

【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】

1日：校外学習（1年） 2日：校外学習（3年）

4日：校外学習（4年）

19日：土曜授業 21日：開校記念日

24日：学習発表会（児童公開日）

27日：学習発表会（一般公開）

28日：振替休業日

【厚岸小学校】

12日：土曜授業

16日：学芸会総練習 20日：学芸会

21日：振替休日

【太田小学校】

2日：マラソン大会 6日：開校記念日

11日：北方領土見学（５・６年）

19日：土曜授業 24日：学芸会総練習

27日：学芸会 28日：振替休業

【真龍中学校】

1・4・8・11・16・18・25・29日：ALT

15日：後期生徒総会 17・18日：職場体験

28日：第２回定期テスト

31日：保護者参観日/宿泊研修説明会

【厚岸中学校】

1日：生徒会役員選挙

3・10・17・24日：ALT 9・10日：職場体験（2年）

19日：土曜授業（参観・学級懇談）

21・28日：図書室開放 24日：生徒総会

【翔洋高等学校】

1日:後期始業式

9日：校内水産クラブ発表会

16日：プレドライバーセミナー

25日：後期生徒総会

29～11/2日：見学旅行

29・30日：赤ちゃんふれあい体験

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください
１1月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

【太田中学校】

2・9・16・23・30日：ALT

5日：文化祭 ７日：振替休業日

14日：ファミリーマラソン大会

15日：思春期講座（１年）

【日 時】 １１月１日～２９日 毎週金曜日

１９：００～２０：００（全５回）

【場 所】 温水プール

【内 容】 クロール・背泳ぎなどの指導をします。

【対 象】 町内の小学５・６年生、中学生

【申 込】 １０月２４日（木）～３１日（木）まで ※先着１５人

【参加料】 １回１００円（施設使用料）

【問合せ】 温水プール（52-6631）

令和元年度厚岸情報館パソコン講座

【日 時】 １１月８日～１２月２０日 毎週金曜日

１８：３０～２０：３０ （全７回）

【場 所】 厚岸情報館コンピュータ実習室

【内 容】 テキスト『Excelの困った！をさくっと解決するレシピ』

を使用し、数式や関数を使いこなせるようになるのを

目指します！

○講師 T・Mパソコン教室 今井 敏明 氏

【対 象】 一般

（文字入力、マウス操作ができ、エクセルを

操作したことがある人）

【申 込】 １１月４日（月）まで ※先着８人

【受講料】 ４，０００円（別途テキスト代１，３２０円必要）

【問合せ】 厚岸情報館（52-２２４６）

【日 時】 １１月４日（月）１０：００～１１：３０

【場 所】 厚岸情報館２階会議室

【内 容】 昨年北海道遺産に選定された『蝦夷三官寺（厚岸国泰寺）』について、理解を深めるため記念講演会を開催します。

○講師 北海道大学アイヌ・先住民センター客員教授 佐々木 利和 氏

【申 込】 １０月２７日（日）まで

【問合せ】 海事記念館（52-4040）

－４－

文化の日工作教室

【日 時】 １１月３日（日）１３：００～１６：３０

【場 所】 海事記念館１階会議室

【内 容】 「おゆまる（プラスチック粘土）」で、化石レプリカ

をつくります。

【対 象】 小中学生

【申 込】 事前申込不要 ※先着３０人

【参加料】 無料

【問合せ】 海事記念館（52-4040）

【日 時】 １１月２日（土）～４日 （月）
１０：００～１８：００

※４日は１５：００まで

【場 所】 厚岸町福祉センター大ホール

【内 容】 絵画・写真・書道・華道・手芸

・陶芸・木工芸など、手作りの

作品を展示します。

【対 象】 どなたでも

【日 時】 １１月１７日 （日）
開場：９：３０ 開演：１０：００

※１７：００終了予定

【場 所】 厚岸町福祉センター大ホール

【内 容】 民謡・歌謡・詩吟・吟舞・日本

舞踊・ダンス・吹奏楽などの演

目を発表します！

【対 象】 どなたでも

【日 時】 １１月２４日 （日）
１３：３０～１５：３０

【場 所】 厚岸町福祉センター大ホール

【内 容】 社交ダンス愛好家の方が集ま

り、社交ダンスを楽しみます♪

【対 象】 どなたでも


