
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】 １月１０日（金） １３：００～１５：００

【場 所】 ネイパル厚岸

【内 容】 好きな体験コースを選んで参加してください。

※複数の体験を選択可能

①ヒンメリづくり体験（先着１６人）

②ﾌｪｲｸｽｲｰﾂ（ｱｲｽｸﾘｰﾑ）づくり体験（先着３２人）

③貝のインテリアトレーづくり体験（先着４０人）

④紫キャベツ実験体験（先着４０人）

○移動図書館もあります。

*本を借りたい人はカードを持参してください。

【日 時】 １月２３日（木）
１０：００～１４：００

【場 所】 厚岸情報館

【内 容】 映画鑑賞「家族はつらいよ」

特殊詐欺講話

【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。

生涯学習コーナーが移動しました
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！

｢学びたい人｣と｢教えたい人｣をつなぐ

『まなViva（ビバ）厚岸』ってなに？

生涯学習施設として利用できる真龍小学校を会場に、

通年で開設している講座のことです。

講座は現在６つ開設しています。

※はじめての方は、体験講座(無料)を受講できます！

【開講中の講座一覧】
○三味線

毎月第１～３金曜日(月３回)19：00～21：00

○ヨーガ

・毎週火曜日(月４回)18：30～20：00

・毎週金曜日(月４回)15：30～17：00

・毎月第２･４日曜日(月２回)9：00～10：00

○陶芸

毎月第１･３火曜日(月２回)19：00～21：00

○カルトナージュ

毎月第１日曜日(月１回)10：00～12：00

○ストリートダンス

毎月第１～３金曜日(月３回)19：00～21：15

《まなViva厚岸 講師も募集中》
｢○○を広めたい！｣｢教えてみたいな｣という方!!

まなViva厚岸を利用してみませんか？

事務局（生涯学習係）にご相談いただければ、

まなviva厚岸の講座として簡単に講座を開設

できます。

お気軽にご相談ください♪

【対 象】 小学生

【申 込】 当日、直接会場をお越しください。

会場受付にて体験の整理券を先着順

で配布いたします。

【その他】 送迎あり（予約制、人数制限あり）

※送迎をご希望の方は生涯学習係へ

ご連絡ください。

【参加料】 無料



【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

【１６日(木)・３０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

【３０日（木）】

宮園保育所 13:20～13:40

真竜保育所 13:50～14:10

【８日（水）・２２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

【１７日(金)・３１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

【２３日（木）】

厚岸保育所 13:45～14:05

カトリック幼稚園 15:00～15:15

【９日（木）・２３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

【３１日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【１７日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【１５日(水)・２９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】 １月１１・２５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－

【日 時】 １月１１日（土） 【場 所】 海事記念館 会議室

【内 容】 ①ムックリ制作体験 10：00～11：00 （先着１６人）※小学３年生以下は保護者同伴

ムックリ制作体験は事前申込みが必要です。

②講演会「科学で紡ぐアイヌ民族資料-科学分析と保存修理-」講師：国立アイヌ民族博物館大江克己 氏

【申 込】 １２月２４日（火）～１月１０日（金）※休館日（１２月３０日（月）～１月６日（月））を除く

【参加料】 無料

【期 間】 1月１８日（土）～２月２４日（月）まで
【場 所】 海事記念館 ２階プラネタリウム室前

【内 容】 海事記念館で保管している昔の道具達を展示します。

【入館料】 企画展のみ無料

厚岸情報館 図書館バス

巡回日程 (1月)

パソコン講座

【期 間】 １月１１日（土）～１月１９日（日）
※１月１４日（火）は休館日

１０：００～１８：００（木・金曜日は１０：００～２１：００）

【場 所】 厚岸情報館 ２階 会議室

【内 容】 各家庭、企業からいただいたカレンダーを配布します。

○収集：１月８日（水）までに情報館にお持ちください！

主催 本の森の住人

後援 厚岸町教育委員会

日 時

1月10日（金）

19：00～20：55

【日 時】 １月２４日（金）～３月６日（金） 毎週金曜日

１８：３０～２０：３０ 全７回

【場 所】 厚岸情報館（コンピューター実習室）

【内 容】 文字入力からはじめます！ワード２０１３を使って、簡単

な案内文やチラシを作成します。

文章のレイアウトや画像の挿入方法も学びます。

【申 込】 １月２１日（火）まで ※先着８人

【受講料】 ４，０００円 ※別途テキスト代１，３２０円必要

国立アイヌ民族博物館・厚岸町海事記念館 共催事業

小中学校の冬休み期間中は、平日も土日祝日と同じ時間帯に

プラネタリウムを投映します。

①11：00～ ②13：00～ ③15：30～

【期 間】 １２月２５日（水）～１月１５日（水）まで

プラネタリウム 投映時間の変更

【日 時】 １月１５日（水） １９：００～

【内 容】 「冬の星座とふたご座のお話」（幼児向け）を投映。

学校授業支援企画展

【日 時】 １月１２日（日） １３：００～１５：００

【場 所】 海事記念館 会議室

【内 容】 よじ登りてんとう虫をつくろう！！

【対 象】 幼児・児童・生徒 ※幼児は保護者同伴

【申 込】 当日、直接会場へお越しください。

【参加料】 無料

【場 所】 視聴覚室 【対 象】 どなたでも

1月11日（土）

13：30～15：25

上映作品

オリエント急行

殺人事件

“ミステリーの女王”

アガサ・クリスティ

の名作を上映するよ！

ワードを使えるようになろう!! 初心者の方でも大丈夫です♫



【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】 １月２２日 （水）

○R１年 ６月生れ ９：００～

○R１年 ９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】 １月８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】 １月２４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】 １月２０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】 １月２９日 （水） １０：３０～
【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 節分製作

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 １月２４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

【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

年末年始、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

【日 時】 １月１６日 （木）

【場 所】 あみか２１

【内 容】 ○小児科・歯科診察

○計測

○問診

【対 象】 H２８年１月1７日～

H２９年1月１６日生れ

【問合せ】 保健福祉課健康推進係

【日 時】 １月２５日（土）～

１月２６日（日） １泊２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）

【日 時】 １月１０日（金）～１月１２日（日） ２泊３日

【場 所】 ネイパル厚岸

【内 容】 「四季めぐる掛け時計」か「万年カレンダー」の

どちらかを選び、じっくり作成します。

※１０日（金）の工作フェスティバルにも参加

できます！

【対 象】 小学３～６年生

【問合せ】 ネイパル厚岸（52-1151）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【真龍小学校】

16日:街頭指導

17～23日：冬休み作品展

20・27・30日：放課後学習

25日：土曜授業

30日：租税教室（6年）

【厚岸小学校】

17・24・31日：読み聞かせ

17～24日：冬休み作品展

30日：新１年生１日入学

【太田小学校】

16～2/5日：校内書初め展

20・21・25・29・31日：スケート教室

25日：土曜授業

27・28日：冬休み体験発表会

【真龍中学校】

17日：第３回定期テスト 18日：土曜授業

17・21・24・28・31日：ＡＬＴ

23・24日：宿泊研修

【厚岸中学校】

9～11日：学習会 17・24・31日：ＡＬＴ

21・25・28日：図書室開放

24・25日：学年末テスト（3年）

30・31日：思春期講座

【太田中学校】

6～10日：レベルアップタイム

16日：バス乗車指導 20・29日：ＡＬＴ

22・23日：学年末テスト（3年）

－４－

【翔洋高等学校】

15日:冬季進学講習/開寮

16日:全校集会

23日:春季技術考査

28～31日：後期期末考査（3年）

【各小中学校】

16日:始業式

後期第2ステージ開始（真小）

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】 ２月１５日（土）～２月２２日（土） ７泊８日

【場 所】 ネイパル厚岸 ほか

【内 容】 家庭から離れて、ネイパル厚岸で規則正しい

生活リズムを身につけます！

ネイパル厚岸から学校へ通います。

※詳細な内容については、ネイパル厚岸から

配布されるチラシをご覧ください。

【対 象】 町内の小学３～６年生

【申 込】 ネイパル厚岸（52-1151）

２月１日（土）まで ※先着３０人

【参加費】 １３，５００円

生活習慣を心がけましょう！

【日 時】 ２月２２日（金）～

２月２４日（日） ２泊３日

【場 所】 ネイパル厚岸

【内 容】 職業体験などに参加して、「働く」という

ことについて学びます！

【対 象】 小学３年生～中学３年生

【問合せ】 ネイパル厚岸（52-1151）

LL TIMES２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！記事掲載をご希望の方は、お気軽に生涯学習係までお問合せください♫

（掲載例：コンサート、フリーマーケット、講演会、サークルのイベント などなど）

【記事掲載までの手順】

①生涯学習係まで載せたい情報を連絡してください。

②生涯学習係で記事を作成します。

③完成した記事をチェックしてもらいます。

④完了！！ ※２月号への情報提供は、１月１７日（金）までです。

【問合せ】生涯学習係（67-7700）

２０１９年も大変お世話になりました。

２０２０年も「ＬＬ ＴＩＭＥＳ（厚岸町生涯学習情報紙）」で

さまざまな情報を、わかりやすく・たくさん発信してまいりたい

と思います。

「ＬＬ ＴＩＭＥＳ」をどうぞよろしくお願いいたします。

生涯学習係スタッフ一同

ネイパル厚岸・厚岸町教育委員会 共催事業

この１週間の生活が、新たな自分を創造する!!

早寝、早起きできてますか？？

ネイパル厚岸で仲間と一緒に生活リズムを

なおしていこう♪

【日 時】 ２月１４日（金）
【場 所】 尾幌酪農ふれいあい館

【内 容】 調理実習（予定）

【対 象】 概ね６５歳以上の町民

【申 込】 生涯学習係（67-7700）

入学希望、生きがい大学のこと知りたい！という方

お気軽に生涯学習係まで連絡ください＾＾


