
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

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】 １２月１３日（金） １０：００～１３：００

【場 所】 真龍小学校

【内 容】 ・真龍小学校３年生との交流

・給食試食

【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。

【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】 リボンと造花など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（親子での参加可）

【申 込】 終了しました。

【参加料】 無料

【日 時】 １２月７日（土）
①１０：００～１１：３０

②１３：００～１４：３０

【場 所】 真龍小学校 ２階図工室

【内 容】 レジンでピアスなどの小物を作ります！

【対 象】 １３歳以上の町民

【申 込】 終了しました。

【参加料】 無料

今後の予定
日時 内容

１月２３日（木） 映画鑑賞会

２月１４日（金） 学習会（調理実習）

３月１９日（木） 修了式／おたのしみ会

１０月に開催した『ヒンメリづくり体験講座』

で、受講生と講師（児島舞さん）の全員で大きな

ヒンメリを合作しました！！
現在、情報館のカウ

ンターに展示していま

すので、ぜひご覧くだ

さい。

ヒンメリとは

フィンランドの伝統的な

装飾品で、麦わらと糸で

できています。

別名「光のモビール」。

以前、役場正面玄関の窓際に生涯学習コーナー

を設置してさまざまな情報を発信していましたが、

設置場所が変更になりました！

場所は、佐藤綾乃選手のユニフォーム展示の裏

側です。

ここの裏側

これから開催する事業・講座の情報や、

終了した講座の報告などなど

色んな情報を発信しています！

『生きがい大学』は、月に１回真龍小学校などを会場にしてさまざまな

活動を行っています！

ちょっと気になるな～。という方はお気軽にご連絡ください♪



上映作品

【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

【１９日（木）】

厚岸保育所 13:45～14:05

カトリック幼稚園 15:00～15:15

【５日（木）・１９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

【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

【日 時】 １２月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～大人まで皆で楽しめます！

－２－

【場 所】 厚岸情報館（２階 視聴覚室）

【入場料】 無料

【日 時】 １２月６日（金）１９：００～１９：３０
【場 所】 海事記念館 プラネタリウム室

【内 容】 星空を投映し、OH∞によるリコーダー演奏

と情報館職員による朗読を行います！

【対 象】 どなたでも ※中学生以下は保護者同伴

【参加料】 無料

【期 間】 12月15日（日）まで
【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

解説をつけて展示しています！

厚岸情報館 図書館バス

巡回日程 (1２月)

児童文学講演会

【日 時】 １２月１４日（土）１０：３０～１２：００
【場 所】 厚岸情報館

【内 容】 ○講師 絵本作家 サトシン 氏

講師による絵本の読み聞かせ、「おてて絵本」 など

・講演会終了後にサイン会も行います。

※サトシン氏の著作展示開催中です。（１２月１４日まで）

【参加料】 無料
日 時

12月25日（水）10：30～11：55 グリンチ

アニー

観覧者にはポップコーンをプレゼント！

12月26日（木）10：30～12：30

日 時

12月 7日（土）13：30～14：15

上映作品

うちのウッチョパス③

12月21日（土）13：30～14：50 おしりたんてい④

【場 所】 厚岸情報館（２階 視聴覚室）

【入場料】 無料

【日 時】 １２月２５日（水）～１２月２８日（土）
１３：００～１６：００ 全４回

【場 所】 厚岸情報館（コンピューター実習室）

【内 容】 高校生を対象にしたワードスキルアップ講座です。

【申 込】 １２月２０日（金）まで ※先着８人

【受講料】 無料 ※別途テキスト代１，８７０円必要

クリスマスおすすめ本セット貸出しします
【期 間】 １２月４日（水）～１２月２５日（水）
【場 所】 厚岸情報館・分館

【内 容】 クリスマスの包装紙で、おすすめ本をラッピングして貸出します。

どんな本が入っているかはお楽しみ♪ ※１日１人１セットまで

国立アイヌ民族博物館・厚岸町海事記念館 共催事業

【期 間】 １２月２１日（土）～１月１５日（水）
９：００～１７：００

【場 所】 海事記念館 １階ホール

【内 容】 国立アイヌ民族博物館のコンセプトの展示、

民族共生象徴空間の概要や今後の活動に

ついてのパネルを展示します！

【対 象】 どなたでも

【観覧料】 巡回展のみ無料 国立アイヌ民族博物館に

厚岸町のイタオマチプ

（丸木舟）が展示されるよ！！

星空とリコーダー演奏、素敵な物語の朗読･･･

海事記念館で素敵な夜を過ごしてみませんか？？

【期 間】 １２月３日（火）～３月１日（日）まで
【内 容】

平日 ・15：30～ 冬の星座解説、ベテルギウス

土日祝日

・11：00～ 冬の星座とふたご座のお話（幼児向け）

・13：30～ 冬の星座解説、アイヌ民族星物語

・15：30～ 冬の星座解説、ベテルギウス

プラネタリウム 夜間投映

【日 時】 １２月１８日（水） １９：００～



【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】 １２月１８日 （水）

○R１年 ５月生れ ９：００～

○R１年 ８月生れ １０：００～

【場 所】 あみか２１

－３－

【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

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】 １２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

【日 時】 １２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

保健師、栄養士への相談、身長・体重計測ができます！

【日 時】 １２月６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】 １２月１１日 （水） １０：３０～
【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 クリスマス会

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 １２月６日（金）まで

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

【日 時】 １２月７日（土） 開場１８：３０ 開演１９：００

【場 所】 真龍小学校 多目的ホール

【対 象】 どなたでも

【入場料】 無料

【問合せ】 厚岸町吹奏楽団（森脇：52-2341）

【期 間】 １２月１日（日）～２５日（水）
※月曜日、祝日の翌日を除く

【時 間】 ９：３０～１５：３０

【場 所】 木工センター

【内 容】 木製のクリスマスツリーが作れます！

作り方は指導員が教えるので、はじめての方

でも大丈夫です。

【問合せ】 木工センター（52-3451）

環境林務課 林政係（52-3131）

※希望日を決めて、３日前までにお申し込み

ください。

木でクリスマスツリー

を作ろう！！

【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

第２６回 厚岸町吹奏楽団

さまざまな楽器で奏でる素敵な曲をお楽しみください！！

冬休みがはじまり、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！

早 寝 早 起 き 朝 ご は ん

釧教大地学研究室×厚岸町海事記念館ジョイントクリスマス企画

【日 時】 １２月２１日（土）１０：００～１２：００、１３：００～１４：３０
【場 所】 海事記念館

【内 容】 ①ＵＶレジンで化石アクセサリーづくり（約１時間）

※午前・午後各先着８名

②おゆまるで化石レプリカづくり（約１０分）

③石膏で化石レプリカづくり（約４５分）

【対 象】 小学生以上 未就学児の参加は、保護者同伴

【問合せ】 海事記念館（52-4040）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

優秀賞

悩まずに ＳＮＳより ＳＯＳ
（厚岸小学校６年 丹羽 晃悠さん）

何気ない 言葉のナイフが傷つける
（厚岸中学校２年 酒井 彩華さん）

悪口は 言わない書かない 言わせない
（翔洋高等学校１年 椎野 直也さん）

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【真龍小学校】

2・5・9・12・23日:放課後学習

5日：読み聞かせ 10～13日：ブックトーク

12日：議会見学（6年）

19日：がん教育（6年）

【厚岸小学校】

13日：読み聞かせ

20日：租税教室（6年）

25日：終業式

26日：パワーアップ学習

【太田小学校】

3・10・17・18日：ALT

6日：参観日/懇談会/スケート靴交換会

10日：海事記念館プラネタリウム（4年）

18日：クリスマス集会

【真龍中学校】

3・6・10・13・17・20・24日：ALT

17日：薬物乱用防止教室

24日：大掃除

【厚岸中学校】

2・6・13・20日：図書室開放

5・12・19日：ＡＬＴ

20日：非行薬物乱用防止教室

25・26：冬休み学習会

【太田中学校】

4・11・18日：ＡＬＴ

5・6日：期末テスト（1・2年）

9日：思春期講座（3年）

13日：参観日（総合学習発表会）/懇談会

－４－

【翔洋高等学校】

4日:思春期講座（2年）

5日:思春期講座（1年） 7・8日：特技講習

20日:後期体育大会

24日：全校集会/大掃除

25～27日：冬季進学講習

【各小中学校】

24日:終業式(厚岸小学校を除く）

後期第１ステージ終了

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください

【日 時】 １月９日（木）～１月１２日（日）
１３：００～１５：３０

１月１３日（月・祝）

１３：００～１５：００

【場 所】 厚岸情報館 パソコン実習室

【内 容】 中学生を対象としたエクセル基礎講座です。

【対 象】 町内の中学生

【申 込】 １月７日（火）まで ※先着各８人

【受講料】 無料 ※別途テキスト代 １，３２０円必要

【問合せ】 厚岸情報館（52-2246）

令和２年

【日 時】 １月５日（日）
受付 １２：００～１３：００ 開会 １３：００

【場 所】 真龍小学校 体育館

【内 容】 式典、交流会

【対 象】 平成１１年４月２日～

平成１２年４月１日生まれの方

【問合せ】 厚岸町成人式実行委員会事務局

（生涯学習係 67-7700）

生活習慣を心がけましょう！

【日 時】 １月１０日（金） １３：００～１５：００頃

【場 所】 ネイパル厚岸

【内 容】 いろんな工作を楽しめる！！

・ヒンメリづくり体験 ・フェイクスイーツづくり体験

などなど、、、

【対 象】 町内の小学生（未就学児も可※親同伴）

【参加料】 無料

【問合せ】 生涯学習係（67-7700）

《いじめ・非行防止部門》 《交通安全部門》

優秀賞

まぁいいか 一人の油断が 事故になる
（真龍小学校６年 玉田 徹平さん）

ゆずりあい 広い心で 事故防止
（真龍中学校３年 池田 葉純さん）

事故防止 口先だけじゃ 防げない
（翔洋高等学校１年 髙橋 音羽さん）

【日 時】 １月２５日（土）～１月２６日（日）
【場 所】 ネイパル厚岸

【内 容】 ネイパル厚岸で色んな体験をしよう！

【対 象】 小学３年生～中学３年生、家族

【問合せ】 ネイパル厚岸（52-1151）

LL TIMES１月号への記事掲載について

『ＬＬ ＴＩＭＥＳ』は、厚岸町民が参加できるもの

であれば、団体・個人を問わず記事を掲載すること

ができます！

【問合せ】生涯学習係（67-7700）


