
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】 ２月１４日（金）
１０：００～１４：００

【場 所】 尾幌酪農ふれあい館

【内 容】 調理実習

【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♪

ネイパル厚岸・厚岸町教育委員会 共催事業

【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

【日 時】 ２月８日（土）
集合時間 ８：００（厚岸町役場前）

【場 所】 摩周湖周辺、川湯温泉

【内 容】 スノーシューで摩周湖周辺を散策して、温泉

に入って温まろう！

※スクールバスで体験地まで送迎します。

【対 象】 町内の小中学生の親子

【申 込】 申込みは終了しています。

【参加費】 中学生以上１，０００円 小学生以下５００円

（体験料、昼食代、入浴料、保険料を含む）

無料送迎

あります



【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

【１３日(木)・２７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

【２７日（木）】

宮園保育所 13:20～13:40

真竜保育所 13:50～14:10

【５日（水）・１９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

【１４日(金)・２８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

【２０日（木）】

厚岸保育所 13:45～14:05

カトリック幼稚園 15:00～15:15

【６日（木）・２０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

【２８日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【１４日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【１２日(水)・２６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】 ２月８日・２２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】 ２月１４日（金） １９：００～１９：３０
【場 所】 海事記念館 プラネタリウム室

【内 容】 満天の星空を見ながら、まったり眠りましょう。

枕やぬいぐるみの持ち込みもOKです！

【対 象】 どなたでも ※中学生以下は保護者同伴

【申 込】 当日、そのまま会場へお越しください。

定員６０人

【参加料】 無料

【期 間】 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 (２月)

子ども読書推進事業

日 時

2月7日（金）

19：00 ～ 20：40

【日 時】 ２月１５日（土） １３：３０～１５：００
【場 所】 厚岸情報館（２階会議室）

【内 容】 ①ケーキやさん工作会

（１３：３０～１４：３０）

②おはなし会とぬいぐるみのお泊まり会受付

（１４：３５～１５：００）

【申 込】 各２０人（受付先着順）

【参加料】 無料

学校授業支援企画展

【日 時】 ２月７日（金） １９：００～１９：３０
【場 所】 海事記念館 プラネタリウム室

【内 容】 冬番組「寒空を照らす冬の星座たち」と

「アイヌ民族星物語（冬）」を投映します!

【対 象】 どなたでも

※中学生以下は保護者同伴

【入館料】 無料

【場 所】 厚岸情報館（２階視聴覚室）

【対 象】 どなたでも

2月8日（土）

13：30 ～ 15：10

上映作品

ブロードウェイ・

メロディ

【場 所】 厚岸情報館（２階視聴覚室）

【対 象】 どなたでも

２月1日（土）

13：30 ～ 15：00

日 時

シュレック

上映作品

【募集期間】 ２月１日（土）～３月１５日（日）

【実施期間】 ４月１日（水）～2021年３月３１日（水）

実施日は、期間内の１日間（夜間も可）

※通常のプラネタリウム投映時間を除く

【対 象】 中学生以上

【応募方法】 申込書に必要事項を記入し、メール・ＦＡＸ

郵便で送付するか、直接、海事記念館へ

お持ちください。

※申請後、事務局で選考し当選者へ結果

を通知します。

（当選は１人または１グループ限定）

プラネタリウム室の貸し切り権をプレゼント！！！



【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】 ２月１９日 （水）

○R１年 ７月生れ ９：００～

○R１年１０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】 ２月５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】 ２月２１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】 ２月２１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】 ２月２６日 （水） １０：３０～
【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 おひな様作り

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 ２月２１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

【日 時】 ２月１３日 （木）

【場 所】 あみか２１

【内 容】 ○小児科・歯科診察 ○計測 ○問診

【対 象】 H３０年２月1４日～

H３０年８月１３日生れ

【問合せ】 保健福祉課健康推進係

【日 時】 ２月２２日（土）～
２月２４日（月・祝） ２泊３日

【場 所】 ネイパル厚岸

【内 容】 「はたらく」ってなんだろう？

職業体験や企業見学などをして、

「はたらく」ことについて学びます！

【対 象】 小学３年生～中学３年生

【定 員】 先着３０人

【問合せ】 ネイパル厚岸（52-1151）

【期 間】 ２月１日（土）～
２月２９日（土） ９：３０～１５：３０

※月曜日及び祝日の翌日を除く

【場 所】 木工センター

【内 容】 おだいり様とおひな様を飾る『親王飾り』から

五人囃子などを含む『五段飾り』まで、希望

する段飾りを作成できます！

【費 用】 無料

【申 込】 希望日の３日前までにお申し込みください。

木工センター（52-3451）

【日 時】 ２月２７日 （木） １３：３０～

【場 所】 あみか２１

【内 容】 『離乳食レッスン』

講師：健康推進係 栄養士

【対 象】 子どもの養育に関わる方

【申 込】 ２月２１日（金）まで

【問合せ】 保健福祉課健康推進係

将来、自分のやりたい仕事ってどんな仕事？？



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【真龍小学校】

3・6・17・27日:放課後学習

4日：午前授業

10日：参観日（5・6年）

12日：参観日（3・4年）

14日：参観日（1・2年）

【厚岸小学校】

10～21日：ノート展覧会

20日：参観日（1～4年）

21日：参観日（5・6年）

28日：6年生を送る会

【太田小学校】

3・4・6日：午前授業

5日：新１年生一日入学 14日：児童総会

21日：縄跳びチャレンジ

25日～：ノートオリンピック（3/6まで）

【真龍中学校】

4・7・14・18・21・25・28日：ＡＬＴ

5日：学力テスト（1・2年）

6日：新入生体験入学/新入生保護者説明会

25日：定期テスト（1・2年）

【厚岸中学校】

1日：学力テスト 1・4・15・18・25日：図書室開放

7日：新入生体験入学/保護者説明会

7・14・21・28日：ＡＬＴ

16日：土曜授業

【太田中学校】

5日：学力テスト（3年）

5・12・19・26日：ＡＬＴ

13日：新入生体験入学/説明会

21日：参観日/懇談会

27・28日：学年末テスト（1・2年）

－４－

【翔洋高等学校】

12日:12時完全下校

20・21・25・26日:後期期末考査

28日:卒業式予行/同窓会入会式

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】 ①３月 ７日（土）～３月８日（日） １泊２日

②３月１４日（土）～３月１５日（日）１泊２日

【場 所】 ネイパル厚岸

【内 容】 お兄さん、お姉さんと一緒にネイパルで

泊まろう！！

【対 象】 小学１～２年生

【問合せ】 ネイパル厚岸（52-1151）

正しく知っておきたい！インターネット
インターネットやスマートフォンがどんなに便利になっても、悪用しようとする人がいる限り危険

はなくなりません。

ネットを健全に賢く使うために、実際にあったトラブルから自分たちに『なにができるか』を話し

合ってみませんか？

【日 時】 ３月１９日（木）
【場 所】 厚岸町社会福祉センター

【内 容】 修了式、お楽しみ交流会

【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＾＾

トラブル①

日常に潜む危険

トラブル②

安易な情報提供

スマホの使いすぎによる日常生活への支障
スマホの使用が連日深夜まで続き

生活習慣の乱れや睡眠不足は、健康や学習

などにさまざまな影響を及ぼします。

スマホを使うときのルールづくりや、利用

時間を制限するアプリを使うことなど･･･

自分にあった方法を考えてみませんか？
体調や成績にも影響が出ているけど、スマホを

使うことをやめられない！

友達とのアプリでのやりとり、ネットサーフィンが

やめられず、夜遅くまでスマホを使ってしまう。

旅行中の写真投稿や書き込みによる空き巣被害

旅行先から写真をアップしたら･･･

遅刻や居眠りをするようになってしまった

自宅が空き巣に荒らされていた!!!!

旅先から写真やメッセージを自分のSNSに

投稿しました。

投稿内容から家を空けているのを知られて

しまい、狙われてしまった。

投稿したものが予想外のトラブルを生む可能性

を、想像したことはありますか？

なにげない投稿が取り返しのつかない事態を

招かないように、送信前に読み返す習慣を！

インターネットトラブル事例集（総務省総合通信基盤局消費者行政第一課）


