
月１回の学習会やクラブ活動、

給食の試食など楽しいこと盛り

だくさんです！

生涯学習係からのおしらせ
LIFELONG LEARNING
INFORMATION

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

令和２年度がスタートしました！

今年度も町民の皆さまからの「□□してみたい！習っ

てみたい！！」「自分の周りに○○を教えられる人がい

るよ！」などの声をたくさん取り入れて講座や事業を実

施してきたいと思っています。

スタッフ一同、充実した講座や事業や学習機会を

提供していきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします！

『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！

｢学びたい人｣と

｢教えたい人｣をつなぐ

『あっけし生涯学習情報紙 LL TIMES』への記事掲載
町民が参加できるものであれば行政・民間・各種団体・サークル

など問わず掲載できます！

(掲載例：団体のコンサート･作品展示会･フリーマーケットなど)

お気軽にお問い合わせ下さい。

【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

○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

生涯学習係では「Facebook」で、事業の

お知らせや報告などを行っています。

随時、さまざまな情報を発信していますの

でご覧下さい！

「@akkeshi.syougaigakusyu」で検索すると

生涯学習係のページが出てきます。

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】 毎月第１～３金曜日（月３回）

１９：００～２１：００

【場 所】 真龍小学校 ２階会議室

【対 象】 小学生以上 ※定員５人

【受講料】 2，500円／月

手も頭も情感もフルに使って演奏する三味線。

普段使っていない部分を使うので、健康に一歩近づけます！

はじめての方でも大丈夫！！

先生がやさしく教えてくれます♪

三味線をかっこよく演奏してみませんか？

こちらまでお気軽にご連絡ください！

電 話 67-7700

FAX 67-7701

mail k-gakusyu@akkeshi-town.jp

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため

4月は中止します。

生きがい大学は５月からのスタートとなります！



情報館からのおしらせ
LIBRARY
INFORMATION

【８日(水)・２２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

らくとぴあ(太田) 13:15～13:25

心和園 13:35～13:45

【１０日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【２日（木）・１６日（木）】

厚岸小学校 13:10～13:30

さくら幼稚園 14:15～14:35

真龍中学校 15:30～15:45

【１６日（木）】

厚岸保育所 13:45～14:05

カトリック幼稚園 14:50～15:05

【２４日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【１０日(金)・２４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

【３日(金)・１５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

【９日(木)・２３日（木）】

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（門静） 10:15～10:30

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 13:05～13:15

ﾈｲﾊﾟﾙ厚岸 14:25～14:45

床潭郵便局 15:00～15:20

厚岸中学校 15:40～15:55

【２３日（木）】

宮園保育所 13:20～13:30

真竜保育所 13:50～14:10

厚岸情報館 図書館バス

巡回日程 (４月)

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－

【問合せ・申込み先】

本の森 厚岸情報館 ℡５２－２２４６

【開催期間】 ４月１８日（土）～５月１７日（日） 【場 所】 海事記念館 １階ホール

【内 容】 2011年3月11日に太平洋東北沖で発生した地震と津波により、海の環境や生態系がどうなったのか、

クイズ形式のハンズオンパネルや生きものたちを紹介するパネルを展示します。

パネル巡回展 ～3.11からの復興をめざして～

春の分館工作会

ギャラリー

４月から常設展示として、最上徳内や松浦武四郎

など主に江戸期に活躍した歴史上の人物を写真や

絵画等により紹介するコーナーを設けました！

【場 所】 海事記念館 ２階

海事記念館・郷土館・太田屯田開拓記念館の入館料が

４月から無料となりました。

常設展示の観覧だけでなく、プラネタリウムも無料で

ご覧いただけます。

郷土館・太田屯田開拓記念館が開館します！
【開館期間】 ４月１６日（木）～１１月１５日（日）

【 休 館 日】 毎週月曜日・祝日の翌日

【開館時間】 ９：００～１６：００

皆さまのご来館をお待ちしています♪

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため

中止します。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため

中止します。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため

中止します。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため

中止します。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため

中止します。

本などの貸し出し や DVDの閲覧 は

通常通り行います！



【問合せ・申込み先】

あみか２１(保健福祉課) ℡５３－３３３３

－３－

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため

中止します。

【問合せ】 保健福祉課健康推進係

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【太田小学校】

7日：進級記念作品展

11日：土曜授業/参観日/学級懇談会

14・15日：午前授業 14～16日：家庭訪問

24日：交通安全教室 28日：1年生を迎える会

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】 ４月１５日 （水）

１０：３０～

【場 所】 子育て支援センター

（コアぽんと内）

【内 容】 ふれあい遊び

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

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】 ４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】 ４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

【真龍小学校】

8～10日：１年生下校指導

15日：交通安全教室

18日：土曜授業/参観日

22日：グラウンド開き

28日：防犯教室（1～3年）

【厚岸小学校】

8～10日：1年生3時間授業/集団下校

17日：交通安全教室

18日：土曜授業/PTA総会/懇談会

30日：朝会（1年生を迎える会）

【真龍中学校】

8日：バス通学指導

9日：自転車通学指導 16日：部活動発会式

23・24・27・28日：二者面談/三者面談

25・29日：春季大会（バスケ）

【厚岸中学校】

8日：対面式 /知能検査（1年） 9日：朝読書開始

11日：土曜授業/授業参観・懇談

17・20～23日：家庭訪問（1年）/三者面談（3年）

【太田中学校】

9日：学校生活オリエンテーション

14日：１年生を迎える会

17日：部活発会式

18日：土曜授業/参観日/PTA総会

21・23・24日：家庭訪問

【翔洋高等学校】

8日:入学式/始業式/着任式

9日：対面式

12日～：長期乗船実習（5/11まで）

14日：防災センター見学（1年）

15～28日：校外実習

24日：前期生徒総会

【各小中学校】

7日：入学式／始業式・着任式

早 寝

早 起 き

朝 ご は ん
４月から環境が変わり、新生活がはじまります！

規則正しい生活習慣を心がけましょう！

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため

中止します。

【問合せ】 保健福祉課健康推進係

コロナウイルスの感染拡大防止のため

中止します。



５月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

－４－

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください

中学生が日頃考えていることや日常の中で体験
して感じたことなどを発表します！

【日 時】 ５月１６日 （土） １０：３０～
【場 所】 厚岸情報館 ２階会議室

【問合せ】 生涯学習課生涯学習係

（67-7700）

どなたでもご来場いただけます。
お待ちしております！

【日 時】 ５月９日（土） ①１０：３０～ ②１３：００～

【場 所】 真龍小学校 家庭科室

【内 容】 カラフルで美しいゼリーを作りませんか？

専用の道具を使って、透明なゼリーの中にお花

を咲かせていきます。

※牛乳を使います。

【対 象】 どなたでも

【申 込】 ４月１３日（月）～

生涯学習係（67-7700）

※各部先着６人

規則正しい生活習慣を心がけましょう！

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３月２７日時点のものです。

コロナウイルスの感染拡大をうけて、規模の縮小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。

週末おうちで楽しく過ごそう♪

【材 料】 ・紙粘土

（色つきのものを使用すると楽です。）

・絵の具（赤、茶、緑、黄色など）

・軽量スプーン（大・中）

・歯ブラシ

【作り方】

①紙粘土を適量とり、好きな絵の具で色をつけます。

②色をつけた粘土を計量スプーンに入れ、軽く押します。

スプーンから少しはみ出るくらいの量を入れてください。

③粘土をスプーンから外します。

④歯ブラシで粘土の表面をザラザラにします。

アイスクリームの完成！！

カップに入れたらまるで本物のアイスクリームです♪

◎天文ボランティア
天体観望会などのイベント補助やプラネタリウム番組制作に協力いただける方を募集しています。

◎令和２年度こどもクラブ会員
みんなでいろいろな工作や実験・体験活動を通して楽しみながらメンバーと交流を深めましょう！

【対象】町内の小学４～６年生 【募集期間】４月２９日（水）まで

◇申込・問合せ先 海事記念館 管理係（52-4040）

◎厚岸かぐら少年団 団員
「厚岸かぐら」は厚岸に古くから伝えられている伝統芸能で、厚岸町の無形文化財に指定されています。

例年、「厚岸町民文化祭」や「こう福祉２１」で舞を披露しています！

【対象】町内の小学生～高校生

◇申込・問合せ先 海事記念館 文化財係（52-4040）

ふわふわのかるい粘土

がオススメ！

100均で入手できます♪


