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【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

【期 間】 １１月６日（水）まで
【場 所】 厚岸情報館 階段壁

【内 容】 3.11の震災ボランティアが撮影した、当時の現地

の写真を展示しています。

（協力）災害支援くしろネットワーク

派遣ボランティア：鈴木 直人 氏

【日 時】 １１月２３日（土） １０：２０～１１：５０

【場 所】 社会福祉センター 大ホール

【内 容】 ○演題 プレッシャーを味方にする

～挑戦する心の持ち方～

○講師 清水 宏保 氏

（長野オリンピック金メダリスト）

【対 象】 どなたでも

【申 込】 当日、直接会場へお越しください。

【入場料】 無料

清水宏保さんの選手時代に経験したこと

など実体験を交えた講演会です。

皆さま、お誘い合わせの上

ぜひご来場ください！

【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

令和元年度 年に一度の町民文化祭！！

たくさんのご来場お待ちしております♬

忘れないで･･･！ あのとき起きた出来事を

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！

【日 時】 １１月２３日（土） １０：２０～１１：５０

【場 所】 社会福祉センター 大ホール

【内 容】 生涯学習講演会への参加

【対 象】 概ね６５歳以上の町民

【申 込】 生きがい大学への入学は随時可能です。

お気軽にお問い合わせください！

片無去～門静方面、トライベツ・若松・糸魚沢

方面を対象にした送迎バスです。

令和２年厚岸町成人式

【日 時】 １１月１８日（月） １８：３０～１９：３０

【場 所】 真龍小学校 会議室

【内 容】 令和２年１月５日に実施する「厚岸町成人式」について、

新成人の方たちから意見を聞きます。

【対 象】 平成１１年４月２日～平成１２年４月１日生まれの方

【申 込】 １１月１４日（木）まで

時 刻停 留 所

完全予約制・人数制限あり（先着順）です！
○申込 １１月１３日（水）まで

８：３０片無去地区集会所

８：４５上尾幌コミュニティセンター

９：００尾幌酪農ふれあい館

９：１５門静地区集会所

９：３０望洋台（くしろバス停留所）

９：５０福祉センター

時 刻停 留 所

９：００トライベツ集会所

９：１５若松地区集会所

９：３０糸魚沢駅

９：５０福祉センター

【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



【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

【１４日(木)・２８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

【２８日（木）】

宮園保育所 13:20～13:40

真竜保育所 13:50～14:10

【８日（水）・２０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

【１５日(金)・２９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

【２１日（木）】

厚岸保育所 13:45～14:05

カトリック幼稚園 15:00～15:15

【７日（木）・２１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

【２９日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【１５日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【１３日(水)・２７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

【日 時】 １１月９日・２３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】 １１月２３日（土）１３：３０～１４：００ 【場 所】 厚岸情報館（２階視聴覚室）

【内 容】 上映作品『こびと観察入門モモジリ・クサマダラ・モクモドキ編』

【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）

【対 象】 一般（無料）

【日 時】 １１月７日（木）１９：００～２０：４５

【内 容】 上映作品『雨に唄えば』

【日 時】 １１月８日（金）１９：００～２０：４５

【内 容】 上映作品『グレイテストショーマン』

【期 間】 １１月７日（木）～１４日（木） 【場 所】 厚岸情報館 ２階会議室

【内 容】 シネマウィークリーに併せて、昔の暮らしで使っていたラジオやレコードプレーヤーなど

を展示します！カフェスペースをご用意しています。

【日 時】 １１月２０日（水） １９：００～１９：３０
【場 所】 海事記念館 プラネタリウム室

【内 容】 ・秋番組「見つけよう！秋の星座たち」の投映

・情報館職員による「エチオピア王家物語」の朗読

【日 時】 ①１１月１６日（土）１３：３０～１５：００

②１１月１７日（日）１０：００～１１：３０

③１１月１７日（日）１３：３０～１５：００

【場 所】 海事記念館 1階会議室

【内 容】 ブロックでレーシングカーを組み立てて、ギアに

よる回転数やトルクの変化について学びます！

【対 象】 ①小学４年生～６年生

②小学１年生～３年生（保護者同席可）

③小学１年生以上

【申 込】 １１月１０日（日）まで ※各日時先着１０人

【日 時】 １１月２３日（土）①１３：００～１３：４５ ②１５：３０～１６：１５
【場 所】 海事記念館 プラネタリウム室

【内 容】 プラネタリウム室にアロマオイルを焚き、リラックスした状態

で満天の星空を鑑賞します。枕やぬいぐるみの持参OK！

【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

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

【その他】 普段未公開の化石（マンモスの歯など）を展示します。

～ギアチャレンジ！レーシングカーを組み立てよう～

【期 間】 １１月16日（土）～12月15日（日）
【場 所】 海事記念館 １階ホール

【内 容】 町内在住の“奥泉 則夫さん”が描いた絵画に海事

記念館が歴史解説をつけて展示します！

厚岸情報館 図書館バス

巡回日程 (1１月)

【日 時】 １１月９日（土）１０：３０～１２：１０

【内 容】 上映作品『カルテット』

【日 時】 １１月１０日（日）１０：３０～１３：００

【内 容】 上映作品『ブルースブラザーズ』 絵本カバーでエコバッグを作ろう！

秋の子ども読書推進事業

【日 時】 １１月１６日（土）１３：００～１５：００

【場 所】 厚岸情報館

【内 容】 ①本の森のおはなし会

②あそぼう！本の森のミニ縁日

【参加料】 無料

【日 時】 ①１１月２３日（土）１３：３０～１５：３０

②１１月２４日（日）１３：３０～１５：３０

【場 所】 厚岸情報館

【内 容】 カウンター業務や本の装備などを行います。

【対 象】 小学４年生～高校３年生まで

【申 込】 １１月２１日（木）１８：００まで

※各３人（応募多数の場合は抽選）

【参加料】 無料

【日 時】 １１月３０日（土）１３：３０～１５：３０

【場 所】 厚岸情報館 ２階会議室

【対 象】 小学４年生以上（大人の参加も可）

【申 込】 受付先着１０人

【参加料】 無料

文化の日（１１月３日）は海事記念館・郷土館・太田屯田開拓記

念館の無料開館日です！



【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】 １１月１３日 （水） １０：３０～
【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 いすを作ろう！

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 １１月８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】 １１月１８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

【日 時】 １１月２０日 （水）

○H３１年 ４月生れ ９：００～

○R１年 ７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】 １１月２７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】 １１月１５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】 １１月２４日（日） １６：００～

【場 所】 温水プール

【内 容】 日本水泳連盟が定めた全国統一の泳力基準に

よって行われる水泳能力検定です。

【対 象】 定期的に水泳の練習をしている町内の健康な人

【申 込】 １１月２０日（水）まで

【参加料】 検定料１種目３００円、認定料７００円

【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】 申し込みは終了しました。

【参加料】 １回１1０円（施設使用料）

日本水泳連盟

第２０回

【日 時】 １１月１０日 （日） １０：００～１４：３０

【場 所】 社会福祉センター

【内 容】 ・各団体の福祉活動発表 ・盲導犬コーナー ・パントマイム ・日常生活用具の展示

・障がいの疑似体験、誘導体験 ・子どもたちの作品の展示 ・手話教室 ・喫茶

・事業所で作った生産品の販売

【問合せ】 保健福祉課 子育て・障がい福祉係

（ふれあいフェスティバル「こう福祉２１」実行委員会事務局）

今年で２０回目を迎えました！ みなさんお誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください！！

【日 時】 １１月１４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１１月１５日

～H３０年５月１４日生れ

【問合せ】 保健福祉課健康推進係



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【真龍小学校】

5日：校外学習（2年） 6日：ブックフェス

13日：読み聞かせ 20日：校外学習（5年）

25日～：校内作品展/午前授業

27日：参観日（4～6年）

喫煙防止講座（6年）

29日：参観日（1～3年）/午前授業（4～6年）

【厚岸小学校】

7日：三町合同学習会

11～29日：読書週間 14日：防犯教室

27日：高学年参観日 28日：低学年参観日

【太田小学校】

5・19・25・27日：ALT

6日：午前授業 15日：祖父母参観日

21日：地域防災訓練

【真龍中学校】

1・5・8・12・15・22・26・29日：ALT

7日：学力テスト/三町合同学習会

20日：がん教育（3年）

【厚岸中学校】

1・5・11・13・14・15・18・25・29日：図書室開放

4日：振替休日 7日：学力テスト（1・2年）

14・15日：２学期期末テスト

18・21・28日：ALT

【翔洋高等学校】

～2日:見学旅行 5日：振替休日（2年）

6・7日：全道水産クラブ（小樽）

19日：後期中間考査（3年）

20～22日：後期中間考査

23・24日：特技講習

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください
１２月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

【太田中学校】

5日：思春期講座（2年）

6・13・20・27日：ALT 7日：学力テスト

21日：地域総合防災訓練

27・28日：期末テスト（3年）

－４－今月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

【問合せ】 観光商工課商工雇用係（52-3131）

【日 時】 １１月２３日（土） １０：００～１３：３０
【場 所】 厚岸味覚ターミナル・コンキリエ

【内 容】 友好都市である「山形県村山市」の特産品販売や無料

提供のほか 、 両市町の特産品が当たる抽選会も実施

します！

第１４回

開始時間 実施内容

１０時

･開会式 ･かき島弁当の販売 ･子ども縁日(射的)の開催

･村山市特産品(米、果物、菓子類、お酒、漬物等)の販売

･昆布、牛乳(あっけし極みるく６５)の無料提供

･玉こんにゃく、塩ザンギ、おでんの販売

１階

２階

１１時
･アイスクリームの試食提供

･いも煮、ずんだ餅の無料提供

１階

２階

１２時 ･あさり汁の無料提供 ２階

１３時 ･抽選会開催 １階

場所

【日 時】 １１月２日～４日 ２泊３日

【場 所】 ネイパル厚岸

【内 容】 アイヌの人たちの文化を学ぼう！

【対 象】 小学２年生～中学３年生

【問合せ】 ネイパル厚岸（52-1151）

【日 時】 ①１１月２３日～２４日

②１１月３０日～１２月１日 １泊２日

【場 所】 ネイパル厚岸

【内 容】 スマートフォンやタブレットなどの正しい使い方、

向き合い方を考えます。

【対 象】 小学３年生～中学３年生

【問合せ】 ネイパル厚岸（52-1151）

あなたはスマホを正しく使えていますか？

【各小中学校】

6～17日:小中美術書道展

【日 時】 １２月１４日（土） １０：００～１１：００

【場 所】 真龍小学校 ２階図工室

【内 容】 リボンと花を使ったクリスマスボールブーケを

作ります！

【対 象】 どなたでも

【申 込】 １１月１８日（月）～１２月１０日（火）まで

※先着１０人

【参加料】 無料

【問合せ】 生涯学習係（67-7700）

最優秀賞

助け合い 命をつなぐ 鍵となる
（太田小学校６年 木村 翔さん）

優秀賞
すぐ逃げろ 命と未来 つなぐため （厚岸中学校３年 伊藤 弥由さん）

備えよう もしものために 普段から （厚岸中学校２年 坂下 愛紗さん）

備えよう もしものための 荷物と心 （真龍中学校１年 四戸岸 果歩さん）

佳作
知っておく 地域の様子 避難場所 （太田中学校１年 柿﨑 莉咲さん）

決めておこう もしもの時の 避難場所 （厚岸翔洋高校１年 木下 蒼太さん）

さいがい時 大切なのは 助け合い （厚岸小学校５年 久保田 夢耀さん）

確かめよう ぼくたちみんなの 避難場所 （太田小学校５年 山本 蒼太さん）

すぐにげて 家族のことは にげてから （厚岸小学校６年 石崎 二胡さん）

そなえよう みんなのいのち まもるため （真龍小学校５年 岡村 陽奈さん）

地震来たら どこに逃げるの？ 家族と話そう （太田小学校５年 和田 隼人さん）

備えよう 水と食料 自分の心 （厚岸中学校２年 伊賀 帆香さん）

災害は 「このくらいなら」が 命取り （真龍中学校２年 宍戸 神帆さん）

まだいいや 油断が招く 身の危険 （太田中学校３年 木村 碧さん）

【日 時】 ①１２月５日（木） １９：００～２１：００

②１２月７日（土） １０：３０～１２：００

【場 所】 厚岸情報館 パソコン実習室

【内 容】 年賀状ソフト「筆まめ」を使用し、年賀状の裏面を作成

します！

年賀状は50枚まで印刷できますので、ご持参ください。

【対 象】 ①高校生以上 ②小学３年生以上

【申 込】 １２月３日（火）まで ※先着各８人

【受講料】 高校生以上 １，０００円、中学生以下 ５００円

【問合せ】 厚岸情報館（52-2246）


