あっけし生涯学習情報紙
Lifelong Learning
生涯学習係からのおしらせ
LIFELONG LEARNING
INFORMATION

【日 時】
【場 所】
【内 容】
【対 象】
【申 込】

【問合せ・申込み先】
生涯学習課生涯学習係 ℡６７－７７００

生きがい大学は、学習会やクラブ活動を通して、
仲間とともに学びながら、生きがいに満ちあふれ
た人生を送ることを目指して開設しています！

３月１９日（木）
１０：００～１３：００
厚岸町社会福祉センター
・修了式
・お楽しみ交流会
概ね６５歳以上の町民
生きがい大学への入学は随時可能です。

○どんなことをするの？
・毎月１回、主に真龍小学校を会場に学習会を
行っています。
・５月～９月は、クラブ活動を行っています。
○だれでも入学できるの？
６５歳以上の方であれば、だれでも入学
できます！

無料送迎あります

まずは見学・体験をしてみませんか？

｢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♪

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！見に来てくださいね♪
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！

LL TIMES４月号への記事掲載について
『あっけし生涯学習情報紙 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！
活動の周知をしたい！イベントの告知をしたい！という方はお気軽にご相談ください＾＾
◎過去掲載例：フリーマーケット、コンサートなど

コミュニケーションの第一歩は、あいさつから・・・
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あいさつ声かけ運動

あいさつ声かけ運動
海事記念館からのおしらせ
MUSEUM
INFORMATION

【問合せ・申込み先】
厚岸町海事記念館 ℡５２－４０４０

－２－

プラネタリウム室の貸し切り権を無料でプレゼント！！

厚岸町の歴史を振り返ってみませんか？

【日 時】 ３月２０日（金） １０：００～１２：００
【場 所】 海事記念館 プラネタリウム室
【内 容】 ①演題「明治初期の厚岸
～諸史料から見る佐賀藩領期～」
講師 海事記念館 学芸員 菅原 卓己
②演題「知の交差点・厚岸」
講師 海事記念館 専門員 熊崎 農夫博
【対 象】 一般
【申 込】 ３月１９日（木）まで 先着５０人
【参加料】 無料

【募集期間】 ３月１５日（日）まで
【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）
３月３日から春番組を投映します。

○通常投映
【内容】 平日
１５：３０～ 『春の星座解説・わくわく！惑星オリンピック』
土日祝日 １１：００～ 『春の星座解説・わくわく！惑星オリンピック』
１３：３０～ 『春の星座解説・アイヌ民族星ものがたり（春）』
１５：３０～ 『春の星座解説・わくわく！惑星オリンピック』

情報館からのおしらせ
LIBRARY
INFORMATION

【問合せ・申込み先】
本の森 厚岸情報館 ℡５２－２２４６

【日 時】 ３月１４日（土）・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！

【日時・内容】 ３月２６日（木）１０：３０～１１：２０
『忍たま乱太郎の宇宙大冒険Withｺｽﾞﾐｯｸﾌﾛﾝﾄ
☆NEXT土星の段・宇宙の果ての段』
３月２７日（金）１０：３０～１１：５０
『アンツ』
◎観覧者にはポップコーンをプレゼント！
【場
所】 厚岸情報館（２階視聴覚室）
【入 場 料 】 無料

【場 所】 厚岸情報館（２階視聴覚室）
【対 象】 どなたでも
日

時

○夜間投映
【日 時】 ３月１８日（水）
１９：００～１９：３０
【内 容】 春番組を投映します。
【参加料】 無料

上映作品

３月７日（土）
13：30 ～ 14：00

こびと大研究
ﾏﾓﾘ･ｱﾏｸﾘ･ｼｼｬﾜ編

３月２１日（土）
13：30 ～ 14：20

うちのｳｯﾁｮﾊﾟｽ④

【場 所】 厚岸情報館（２階視聴覚室）
【対 象】 どなたでも
日

時

上映作品

3月13日（金）18：30 ～ 20：40
おくりびと
3月14日（土）13：30 ～ 15：40

【１１日(水)・３１日（火）】
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

【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）】
さくら幼稚園
14:15～14:35
真龍中学校
15:30～15:45
【１７日（火）】
厚岸小学校
13:10～13:30

【１３日（金）】
子夢希児童館

【２７日（金）】
友遊児童館

15:00～15:20

15:00～15:20

【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
【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

厚岸情報館 図書館バス
巡回日程 (３月)
【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

あみか21からのおしらせ
HEALTH AND WELFARE
INFORMATION

【問合せ・申込み先】
あみか２１(保健福祉課) ℡５３－３３３３
【内 容】

【日 時】

【場 所】

３月１８日 （水）
○R１年 ８月生れ ９：００～
○R１年１１月生れ １０：００～
あみか２１

【問合せ】

子育て支援ｾﾝﾀｰからのおしらせ
CHILD CARE
INFORMATION

３月４日 （水）

１１：００～
子育て支援センター（コアぽんと内）
就学前のお子さんと保護者

【日 時】
【場 所】
【対 象】

３月２７日 （金）

１１：００～

あみか２１
就学前のお子さんと保護者

今月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

【日 時】

【対 象】
【問合せ】

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION
【小中学校】
2/27～3/4日:臨時休校
【真龍小学校】
16日：街頭指導
19日：卒業式
【厚岸小学校】
9～15日：6年生ありがとう清掃
17日：卒業式総練習
19日：卒業式
24日：修了式/離任式

保健師、栄養士への相談、身長・体重計測ができます！

【日 時】
【場 所】
【対 象】

３月２５日 （水） １０：３０～１１：００

【日
【場
【内
【対
【申

３月２５日 （水） １０：３０～

時】
所】
容】
象】
込】

子育て支援センター（コアぽんと内）
就学前のお子さんと保護者

子育て支援センター（コアぽんと内）
手がたとり
就学前のお子さんと保護者
３月１９日（木）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

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
ネイパル厚岸
お兄さん、お姉さんと一緒にネイパルで
泊まろう！！
小学１～２年生
ネイパル厚岸（52-1151）

【場 所】
【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。
保健福祉課 健康推進係

【問合せ・申込み先】
子育て支援センター ℡５３－４３３７

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】
【場 所】
【対 象】

－３－

【日 時】
【場 所】
【内 容】

【対 象】
【申込み】
【問合せ】

【太田小学校】
5日：卒業修了作品展
6日：参観日/懇談会/６年生を送る会
19日：卒業式
24日：修了式/離任式
【真龍中学校】
6・10・17・24日：ＡＬＴ
12日：同窓会入会 13日：卒業証書授与式
16日：授業参観日 24日：修了式/離任式
【厚岸中学校】
6日：思春期講座（3年）
12・16・19日：ALT
13日卒業式
18日：救命救急講習（2年）
24日：修了式/離任式

３月２５日（水）～
３月２６日（木） １泊２日
ネイパル厚岸
対戦内容
・しっぽ鬼 ・KATAKI ・室内ホッケー
・ドッジボール
小学４年生～６年生
３月６日（金）～１４日（土） 先着４０人
ネイパル厚岸（52-1151）
【太田中学校】
11・18日：ＡＬＴ
10日：3年生を送る会
13日：卒業式
24日：修了式
【翔洋高等学校】
1日:卒業式 2日：振替休日
3日：閉寮
8日：開寮
12日:救命講習（1年）
13日：救命講習（2年）
学習状況等調査・学力テスト
24日:修了式/離任式

－４－

情報館にて

が展示中！

○通学合宿ってなに？
通学合宿とは、厚岸町教育委員会とネイパル厚岸
が共催で実施している事業です。
この事業は、町内の小学生が１週間ネイパル厚岸
に宿泊し、ネイパル厚岸から学校へ登校するという
内容となっていて、子ども達に規則正しい生活習慣
を身につけてもらうことを目的に実施しています。

今年の通学合宿では、“１週間かけて本を
読み、その本を紹介するポップ（広告チラシ）
を作成する”という活動を行いました。
参加した児童が作成したポップは、読んだ
本と一緒に本の森厚岸情報館の新刊コーナー
（児童書側）に現在展示中です。
面白い本ばかりです！
個性豊かなポップもぜひご覧ください！！

＊令和元年度通学合宿
【期間】2020年2月15日（土）～２２日（土）
【内容】・講演「夢を叶えるための努力の大切さ」
厚岸味覚ターミナルコンキリエ
支配人 加藤 裕之 氏

・読書をしよう/ポップをつくろう
・ポップつくり方講座
厚岸情報館

司書 川原田

恵氏

・お楽しみタイム(ボランティアと遊ぶ)
・講演「規則正しい生活習慣について学ぼう」
釧路教育局

柴田 快憲 氏

生涯学習 とは
この情報紙の名前を「あっけし生涯学習情報紙 LL TIMES」と名付けていますが、“生涯学習”って何？
と思う方が多くいるのではないでしょうか。
３月号は、“生涯学習”について特集していきたいと思います！！
【生涯学習って？】
生涯学習は、わたしたちが生涯にわたって行う学習活動です。
わたしたちは、生まれるとすぐに家庭を中心として学習をはじめます。やがて、学校に通い学習をすすめる
とともに、地域社会でもいろいろな学習の機会（地域の人とのふれあいなど）に出会い、学習することがらを
広げていきます。
さらに、学校を卒業し社会に出ると、仕事にかかわる学習（企業内研修など）や、豊かで充実した人生をお
くるための学習（趣味、各所で実施されている講座など）をつづけることになります。
このように、家庭・学校・職場・地域社会で行われるすべての学習を「生涯学習」としてとらえることがで
き、「生涯学習」は、わたしたち一人一人の生きていく姿そのものに深くかかわっているといえます。
（北海道教育委員会より引用）
「生涯学習」と聞くと難しいものに思えてしまいがちですが、みなさんが普段行っている趣味や読書、博物館や水族館
などに足を運ぶことも全部「生涯学習」なのです！

コロナウイルス感染拡大をうけての
行事予定変更について
この紙面に掲載されている内容は２月２５日時点のものです。
コロナウイルスの感染拡大をうけて、定員の変更や行事の中止などがされている
場合があります。
参加されたい行事については、実施する各施設にお問合せください。

