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

【問合せ・申込み先】
生涯学習課生涯学習係 ℡６７－７７００

生涯学習課Facebook
新型コロナウイルス感染拡大防止のため

５月～８月まで休講します。

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！
○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、クラブ活動があります。
・町外研修や調理実習、お楽しみ交流会など、
学生同士の交流を図る場もあります。
○だれでも入学できるの？
厚岸町在住で６５歳以上の方であれば、だれで
も入学できます！
「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！！

自宅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。
【過去配信内容】
・5/ 1配信 「ウォーターマーブル」
・5/ 8配信 「パステルアート」
・5/15配信 「折り紙：花ごま」
・5/22配信 「ステンドグラス風かざり」
・5/29配信 「スノードーム」
※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！
「いいね」や「シェア」
大歓迎です！

｢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

○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

北海道知事から石狩管内以外の地域については規制を
緩めることが発表されたため、サークル活動や少年団活動
などの真龍小学校の施設利用を６月１日から再開します。

講座の詳細については
生涯学習係（67-7700）までお問合せください。

※利用していただくにあたって、新型コロナ
ウイルスまん延を防ぐため、マスクの着用
や手指のアルコール消毒などの対策に、
ご協力いただきますようお願いいたします。

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－

パネル巡回展

【開催期間】 ６月２８日（日）まで ※開催期間を延長しました。
【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。

夏の大三角や太陽系の惑星について解説します！
【期間】 ６月１日（月）～８月まで
【内容】 ・平日
１５：３０～ 天の川で輝く星たち
・土日祝日
１１：００～ 夏の星座と七夕物語（幼児向け）
１３：３０～ 天の川で輝く星たち・アイヌ民族星ものがたり（夏）
１５：３０～ 天の川で輝く星たち

プラネタリウム春番組の一部を、海事記念館
のFacebook、Twitterで公開しています！
○配信内容
・わくわく！惑星オリンピック（約11分）
・カラス座の神話（約5分）

スマートフォンから
でもご覧いただけ
ますよ～！！

【日 時】 ６月２４日（水）１９：００～１９：３０
【内 容】 夏番組『天の川で輝く星たち』

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】 ６月１３日・２７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！

【場 所】 厚岸情報館(視聴覚室）
日

時

内

容

6月6日(土)
13：30 ～ 14：00

こびと観察入門
ﾏﾓﾘ･ｱﾏｸﾘ･ｼｼｬﾜ編

6月20日(土)
13：30 ～ 14：20

うちのウッチョパス④

【場 所】 厚岸情報館(視聴覚室）
日

時

内

6月12日(金) 18：30 ～ 20：40

容

おくりびと

6月13日(土) 13：30 ～ 15：40

新型コロナウイルス感染まん延を
防ぐためアルコール消毒等の対策をしています。

【期 間】 ６月３０日（火）まで
【対 象】 厚岸町内の０～１８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
※０～１８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
【１０日(水)・２４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
【１２日（金）】
子夢希児童館

【４日（木）・１８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
【１８日（木）】
厚岸保育所
カトリック幼稚園

【２６日（金）】
15:00～15:20 友遊児童館

13:45～14:05
14:50～15:05
15:00～15:20

宅配サービスを試験的に
スタートしています!

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。

厚岸情報館 図書館バス
【１２日(金)・２６日(金)】
巡回日程 (６月)
若松地区集会所 12:50～13:00
【１１日(木)・２５日（木）】
ﾄﾗｲﾍﾞﾂ地区集会所 13:20～13:40
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
【３日（水）･１７日（水）】
ﾈｲﾊﾟﾙ厚岸
14:25～14:45
片無去（のんき村前)11:00～11:15 床潭郵便局
15:00～15:20
片無去集会所
11:20～11:30 厚岸中学校
15:40～15:55
上尾幌コミセン
11:50～12:00 【２５日（木）】
尾幌郵便局
12:30～12:45 宮園保育所
13:20～13:40
翔洋高等学校
15:35～15:45 真竜保育所
13:50～14:10

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION
【真龍小学校】
2・9・16・23・30日：短縮日課
18・25日：放課後学習
27日：土曜授業/遠足
29日：参観週間（～7月3日）

【厚岸小学校】
5日：1年生読み聞かせ
12日：2年生読み聞かせ
16～18日：体力テスト
19日：3年生読み聞かせ

【太田小学校】
10日：児童総会
19日：交通安全教室
19日：交通安全宣言展（～30日）
21日：ノートオリンピック（～７月10日）

【厚岸中学校】
8日：朝会（生徒総会）
18日：学力テスト（3年）
24日：避難訓練
27日：土曜授業

６月２４日 （水）
○令和１年１１月生れ
○令和2年 ２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。
あみか２１
・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。

【場 所】
【内 容】

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

【日
【場
【内
【対

時】
所】
容】
象】

６月１７日 （水） １０：３０～
子育て支援センター（コアぽんと内）
避難訓練
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】
【場 所】
【対 象】

６月５日 （月）

１０：３０～１１：００

あみか２１
就学前のお子さんと保護者

－３－

【翔洋高等学校】
10日:避難訓練（1年）
20日：数学検定
21日：全商珠算電卓検定
25日：非行防止教室（1年）
26日：ニュース時事能力検定
28日：全商簿記実務検定/英検

【真龍中学校】
1・2日：学力テスト
1・15・17・24日：部活動休止
2日：避難訓練
4日：生徒総会

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

【日 時】

【太田中学校】
15・16日：面談（1年）
18・19日：面談（2・3年）

【状況により記載している行事が
中止・変更となる場合があります。】

【問合せ・申込み先】
あみか２１(保健福祉課) ℡５３－３３３３

【日 時】
【場 所】
【内 容】

【対 象】
【問合せ】

【日 時】
【内 容】
【対 象】
【問合せ】

６月１２日 （金） １３：３０～
あみか２１
妊婦さんの体調や、胎児の成長が健やかに
なるように「妊娠生活のポイント」などの講話
があります。
町内在住の妊婦さんとその家族
保健福祉課健康推進係

６月１５日 （月）１０：３０～ 【場 所】 あみか２１
「子育て世代のお金の話」
お子さんの養育にかかわる方ならどなたでも
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】 ６月１０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２６日（金）１１：００～
【場 所】 あみか２１
【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５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。

１８６９年（明治２年）、北海道の名付け親とされる松浦武史郎が、明治政府に「北加伊道」という名称を提案した
７月１７日は、「北海道みんなの日」、愛称、「道みんの日」です。

７月１７日は、「北海道みんなの日」、愛称、「道みんの日」です。

新型コロナウィルス感染拡大防止運動

－４－

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３弾
ポイント！

○用意するモノ
・折り紙 １枚

紙を大きくすると強度が下がるので
注意してください。
→底に厚紙を入れると強度が増します。

折り紙ではなくても正方形の紙であれば何でもOK！
少し厚みがあると丈夫な箱になります 。
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八角完成

１０

三角に折って斜めの折り目をつけます。
折り目の交点に合わせて四つ角を折り目をつけます。
２の折り目と１の折り目の交点に合わせて4つ角を折ります。
２の折り目を再度折ります。
裏返して長方形についた折り目に合わせて半分に折ります。
１枚めくります。
隅の三角を内側に折ります。（反対も同様に）
三角の部分を内側に折り目をつけます。
袋状の部分を広げて正方形の箱にします。
《四角小物入れ完成》

１０ 袋状だった部分をそのまま押し潰します。
１１ 折り目をつけた後再度開いて調節します。
《八角小物入れ完成》

６

１１

少し大きな折り紙で、
フタを作ってもかわいいですね。
中の小物の作り方はFacebookで紹介しています。

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
この紙面に掲載されている内容は５月２７日時点のものです。
新型コロナウイルスの感染拡大などにより、定員の変更や行事が中止となる
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。

