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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

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

中止します。

｢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4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

しく学ぼう！！

生きがい大学の学生に

なりませんか？

月１回程度の学習会で、生活

に役立つ知識を習得！

さらに、町外研修や調理実習

など盛りだくさん！

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

５月～８月まで中止します。

「ちょっと気になるな～」「行ってみようかな」

という方はお気軽にご連絡ください！！

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

中止します。

北海道知事から緊急事態宣言が出され、

それに伴い５月６日まで真龍小学校の施設

利用を 中止 します。

※５月６日以降の利用については、

4/27時点では利用可能です。

しかし、緊急事態宣言の期間が

延長された場合は、利用中止

期間が延びる可能性もあります

のでご了承ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

５月６日まで全講座休講します。

○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

生涯学習課Facebook

外出自粛要請が出ている今、おうちで楽しく工作や手芸などをしてみませんか？

生涯学習課Facebookでは、おうちで簡単にできる工作などのやり方を配信します。

※QRコードを読み込んでいただくと生涯学習課Facebookへ移動します！



【１４日(木)・２８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

【２８日（木）】

宮園保育所 13:20～13:40

真竜保育所 13:50～14:10

【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

【２０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

【１５日(金)・２９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

【１３日(水)・２７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

厚岸情報館 図書館バス

巡回日程 (５月)

【日 時】 ５月１６日（土）１３：３０～１４：４０

【場 所】 厚岸情報館（２階 視聴覚室）

【内 容】 上映作品『おしりたんてい-ププッいせきからのSOS-』

【対 象】 幼児から大人まで（無料）

詳細については、情報館から発行されている

チラシをご覧ください。

－２－

【日 時】 ５月２７日（水） １９：００～２０：００
【場 所】 プラネタリウム室、町民広場

【内 容】 プラネタリウム春番組『春の星座を探しに行こう』を

投映し、鑑賞後は町民広場で天体観測をします。

【対 象】 どなたでも ※中学生以下は保護者同伴

【申 込】 当日、直接海事記念館へお越しください。

【日 時】 ５月２３日（土）１０：３０～１１：００

【場 所】 厚岸情報館（お話の部屋）

【対 象】 幼児から大人まで皆で楽しめます！

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

５月７日（木）まで、本の森厚岸情報館・

情報館分館を休館します。

また、図書館バスの巡回も中止します。

状況により、休館期間が延長される場合

もあります。ご了承ください。

【８日（金）・２１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

【２１日（木）】

厚岸保育所 13:45～14:05

カトリック幼稚園 14:50～15:05

新型コロナウイルス感染拡大防止のため５月7日（木）まで、海事記念館・郷土館・

太田開拓記念館を休館します。

状況により、休館期間が延長される場合もあります。ご了承ください。

【１５日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【２９日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【期 間】 ５月８日（金）～６月３０日（火）
【対 象】 厚岸町内の０～１５歳の子ども、７０歳以上の高齢者で

情報館のカードをもっている方

※０～１５歳の子どもは、保護者の申込み可

※新規にカードを作ることも可能

◎申込方法は？

電話（52-2246）・FAX（53-2111）・

メール（jouhou@town.akkeshi.hokkaido.jp）のどれか

◎資料はいつ届くの？

【火曜日】午前：湖南地区/午後：湖北地区（金～月曜日受付分）

【金曜日】午前：湖北地区/午後：湖南地区（火～木曜日受付分）

※休館日・祝日を除く

◎返却方法は？

情報館本館・分館（ブックポスト含む）に直接返却してください。

図書館バスや次の宅配サービス利用時でもOKです!!

◎本が届くまで

①資料を選びます!

情報館のホームページを参考にしてください。

年代別のセットも用意しています。

（おひとり図書10冊、視聴覚資料10点まで）

②申し込みをしよう！

氏名・電話番号・住所・利用者番号・借りたいモノの

タイトルを情報館へ伝えてください。

③各家庭へ配送！

④資料が届きます！

宅配は情報館スタッフが行います。

貸出期間は２週間です。宅配料金は発生しません。

宅配サービスを試験的にスタートします!



【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】 ５月２７日 （水）

○R１年１０月生れ

○R2年 １月生れ

※開始時間については、対象の方へ

ご案内をしています。

【場 所】 あみか２１

【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。

【日 時】 ５月２１日 （木）

【場 所】 社会福祉センター

※当初、予定していた会場から場所を

変更しています。

【内 容】 ○小児科・歯科診察

○計測

○問診

【対 象】 H３０年５月２２日～

H３０年１１月２１日生れ

【問合せ】 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

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

【日 時】 ５月２０日 （水） １０：３０～
【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 ちょっと動いてみよう会

【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】 ５月１３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】 ５月２９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】 ５月１１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

ここに記載している内容は４月２７日時点のものです。

新型コロナウイルスの感染状況により、予定が変更と

なる場合があります。

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【真龍小学校】

7・8日：4時間授業

12・19・25日：短縮日課

14日：避難訓練

21・28日：放課後学習

【厚岸小学校】

11日：ランランウィーク

20日：情報モラル教室（5・6年）

25日：開校記念日

29日：遠足

【太田小学校】

13日：児童総会

16日：土曜授業/参観日/学級懇談/PTA

少年団総会

21日：クリーン作戦 26日：午前授業

【真龍中学校】

1～8・13・26・29日：部活動休止

7・8日：学力テスト

7日：避難訓練

28日：開校記念日

【厚岸中学校】

11・15・18・22・29日：図書室開放

19日：避難訓練

21日：携帯電話安全教室

27日：開校記念日

【太田中学校】

10日：開校記念日

20日：クリーン作戦

25・27日：春の三者面談

29日：英語検定

－３－

【翔洋高等学校】

1日:開校記念日

11～22日：教育相談週間

19日：進路ガイダンス（1年）

21・26日：進路ガイダンス（3年）

29日：英語検定

新型コロナウィルス感染拡大防止運動

【各小中学校】 ６日まで休校 ※状況により予定が変更となる場合があります。



－４－

この紙面に掲載されている内容は４月２７日時点のものです。

新型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。

新型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

新型コロナウィルス感染拡大防止運動
人と距離をとることで、新型コロナウイルスの感染拡大を抑止する

ことができます。

真龍小学校や各公民館では、利用中や利用後の換気、施設の消毒、

手洗い・アルコール消毒の推奨などに取り組んでいます！

おうちで楽しく過ごそう♪ 第２弾

○用意するモノ
・洗面桶（ボウルやバケツでもＯＫ）

・水

・マニキュア

・爪楊枝

・コップ（無地のもの） ※陶器でもガラスでもOK

・除光液 ※修正したいときに使用します

今回は、陶器のコップにマーブル模様を転写しましたが

ガラスやプラスチックなど色んな素材でもできます！

○つくり方
①洗面桶に水を張って、マニキュアをランダムに垂らします。

※水の量は、カップが全部沈むくらいの高さまで入れると

やりやすいです。

②水面に浮いているマニキュアを爪楊枝で動かし、マーブル

模様をつくります。

③マーブル模様ができたら、コップをマーブル模様ができてい

る水面に沈めて、模様を写します。

④コップに写したマニキュアが乾いたら完成！

ポイント！
＊マニキュアや除光液を使うので、換気をしながら

作業しましょう。

＊コップに模様を写すとき、マニキュアが少し乾いて

いると転写しやすくなります。

＊使用後の水にマニキュアが残っていた場合、マニ

キュアを取り除いてから水を捨ててください。

＊トップコートなどを塗るとマーブル模様が長持ちします。


