
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

【日 時】 ８月１日（土）
午前の部 １０：３０～１２：００

午後の部 １３：３０～１５：００

【場 所】 真龍小学校 ２階 図工室

【内 容】 ○カレイドフレイムってなに？

フラワーアレンジメントの一つです。

刺繍枠に布をはり、その布の上にドライ

フラワーなどを飾っていきます。

【対 象】 一般

※親子参加ＯＫ

（小学５年生以上のお子さんに限る。

保護者１人につき子１人）

【申 込】 ７月８日（水）～２２日（水）まで

※各部先着５人

心を穏やかに･･･

【日時/場所】 ①７月１２日（日）10：00～12：00頃

真龍小学校 ２階 会議室

②７月１９日（日）10：00～12：00頃

社会福祉センター ２B会議室

※終了時間は、写経の進捗状況によって

変動します。

【内 容】 「般若心経」を写経をします！

半紙は用意しています。

筆は持参していただくか、会場でご購入

ください。

【対 象】 一般

【申 込】 ７月９日（木）まで ※各日先着５人

【参 加 料】 無料 ※筆購入の場合は３００円必要。

○施設利用にあたって

真龍小学校をサークル活動や少年団活動等で使用する場合、新型コロナウイルスまん延防止のため、

つぎの対策を行い利用していただいています。

①手指のアルコール消毒 ②発熱や風邪の症状があるときは利用を控える

③長時間利用する場合は換気を行う ④マスクの着用または咳エチケットに努める

⑤送迎する家族は施設内に入らない ⑥使用した後の部屋の消毒

⑦責任者の方は、利用者の連絡先等を把握しておく
※消毒用品はすべて用意しています。

３つの密（密閉・密集・密接）

を避けての利用をお願いします！

静かな空間で、集中して文字を書いてみませんか？

日常にあざやかなお花たちを

【日 時】 ８月５日（水）10：30～12：00

【場 所】 厚岸情報館 ２階 会議室

【内 容】 親子の手形をとり、そこにｼｰﾙなどを飾って作品をつくります。

【対 象】 生後２ヶ月からの子と、その保護者

【申 込】 ７月１日（水）～１６日（木）まで

※先着５組（保護者１人につき子１人）

【参加料】 無料



【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

【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

【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

【日 時】 ７月１１日（土）・２５日（土） １０：３０～１１：００

【場 所】 厚岸情報館 ２階 会議室

【対 象】 幼児～大人までみんなで楽しめます！
【日 時】 ７月４日（土）

１３：３０～１４：４０

【内 容】上映作品

『おしりたんてい

-ププッいせきからのSOS-』

－２－

【場 所】 厚岸情報館（２階 視聴覚室）

【日 時】 ８月１日（土） ８：００～１３：００

※悪天候の場合は中止します。

【場 所】 海事記念館へ集合

【内 容】 国指定天然記念物「大黒島海鳥繁殖地」で、

ゼニガタアザラシやオオセグロカモメなどを観察

します！

【対 象】 町内の小学４年生以上（小学生は保護者同伴）

【申 込】 ７月１４日（火）～２６日（月）まで ※先着１０人

【参加料】 ２００円（保険料として）

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター

厚岸臨海実験所共催事業

【場 所】 厚岸情報館（２階 視聴覚室）

◇応募方法

・ﾒｰﾙ、FAX、郵送または海事記念館窓口へ提出してください。

・メッセージは５０文字以内で、氏名、ペンネーム、電話番号を

記入してください。※投影する際はペンネームで紹介されます。

◇応募締切り ７月３１日（金）まで

◇投影日時 ８月７日（金）１９：００～１９：３０

◇応募先 海事記念館

FAX：0153-52-4040

ﾒｰﾙ：k-kaiji@akkeshi-town.jp

【日 時】 ７月１５日（水） １９：００～１９：４０

【場 所】 プラネタリウム室

【内 容】 『天の川で輝く星たち』『アイヌ民族星ものがたり

（夏）』を投影します。

【定 員】 ２０人

※定員を超えた場合は、１９：４５から２回目の

投影をします。

【そ の他】 入館の際はマスクの着用をお願いします。

【８日(水)・２２日（水）】

太田へき地保育所 9:55～10:00

太田小学校 10:10～10:20

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

【９日(木)・３０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

【３０日（木）】

しんりゅう保育所 13:20～13:40【１０日（金）・３１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

【１０日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【３１日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

厚岸情報館 図書館バス

巡回日程 (７月)

詳細は、海事記念館管理係までお問合せください！

七夕のお願い事メッセージを募集しています！

町民ギャラリー

【期 間】 ７月１８日（土）～９月６日（日）

【場 所】 海事記念館ホール

【内 容】 「厚岸町ふるさとかるた」（厚岸町ボランティア連絡

協議会制作）の絵札と読み札全８２枚に、海事記

念館学芸員の歴史解説をそえて展示します！

【日 時】 ７月２０日（土）
１３：３０～１４：２０

【内 容】上映作品

『忍たま乱太郎の宇宙大冒険

-with コズミックフロント☆NEXT

土星の段・宇宙の果ての段』

日 時

７月１０日（金）

１９：００～２０：４０

７月１１日（土）

１３：３０～１５：１０

内 容

ギフテッド



問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください

－３－

【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

【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】 ７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】 たなばたあそび

【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】 ７月８日（水）・２９日（水） 各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

保健師、栄養士への相談、身長・体重計測ができます！

【日 時】 ７月６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

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【真龍小学校】

１～3日：参観週間

7日：翔洋高校と地引き網体験（3年）

9日：校外学習（3年）

8日：防犯教室（1～3年）

21日：校外学習（4年）

27日：がん教育（6年）

30日：エア・ドゥ航空教室（6年）

【厚岸小学校】

3日：読み聞かせ（1年） 6日：避難訓練

10日：読み聞かせ（2年） 31日：読み聞かせ（3年）

【太田小学校】

2・7・10・17・22日：水泳教室

4日：土曜授業 9日：参観日/懇談会

16日：エア・ドゥ航空教室

【真龍中学校】

1・2・3日：二者面談/三者面談

部活動再登校

18日：土曜授業

【厚岸中学校】

1・2・7・8・9・15・16・17日：プール学習

3・6・8・9・10・17・20日：図書室開放

13・14日：期末テスト

【太田中学校】

1日：クリーン作戦

18日：土曜授業

【日 時】 ７月１６日 （木）

【場 所】 社会福祉センター

【内 容】 ○小児科・歯科診察

○計測

○問診

【対 象】 対象者には個別に案内を送付

しています。

【問合せ】 保健福祉課健康推進係

【翔洋高等学校】

8・13日:進路ガイダンス（3年）

10日：進路ガイダンス（1年）

漢字検定

27～30日：校外実習

【日 時】 ７月２９日 （水）

※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。

【問合せ】 保健福祉課健康推進係

今月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

【期 間】 ７月１日（水）～８月３０日（日） ９：３０～１５：３０

【場 所】 木工センター

【内 容】 町内で間伐された木材を利用し、糸のこなどを使って「巣箱」や

「車のおもちゃ」などを作ることができます！

【費 用】 １作品分まで無料

【問合せ】 木工センター（52-3451）

環境林務課林政係（52-3131）

※希望日の３日前までに申込みしてください。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○いかなる場合も禁止です。
○保護者の許可を受け、

学校所定の届けを出しま

しょう。

○見知らぬ人に声をかけられても、絶対に車に乗ったり、ついて行ったりしないこと。

○不審者による声かけや被害を受けた場合は、すぐに厚岸警察署（52-0110）に通報し、

その後、学校に連絡してください。

○交通ルールや各学校の指導を必ず守り、事故をおこしたり、あわないようにしましょう。

○必ず学校の許可を得る

こと。１９時まで

○風適法と外出時間を

遵守すること。

○18歳未満禁止の場所、

酒類提供店は禁止

○午後 ６ 時までです。 ○午後 ７ 時までです。 ○午後 ９ 時までです。

高 等 学 校

ORコードを読み込んでいただくと、掲載ページに移動します！⇒

海事記念館のホームページでは、北海道博物館が行っている「おうちミュージアム」の一環として、厚岸の

歴史や風土などを学ぶ「あっけし学基礎編」と「北海道地名読みクイズ（釧路編）」を作りました！

老若男女問わず、ぜひ問題を解いてみてください♪

令和２年度

厚 岸 町 小 中 高 児 童 生 徒 指 導 連 絡 協 議 会

－４－

≪少年非行防止 ３つのポイント≫

１．しつけに自信と責任を……『親としての自覚を忘れないようにしましょう』

２．自律心と忍耐力を…………『役割を与えて、最後まで取り組ませましょう』

３．生活の基本マナーを………『子どもに善悪のけじめをはっきりとつけさせましょう』

≪地域及び保護者の方々へのお願い≫

■ 下記のきまりを守るよう、特に喫煙・飲酒・薬物乱用は絶対にさせないようご指導願います。

■ 事故や非行を見かけた場合は，厚岸警察署（52-0110）・学校・青少年育成センターまでご連絡ください。

【問合せ】 厚岸町小中高児童生徒指導連絡協議会（事務局：真龍中学校） TEL 52-3211

中 学 校小 学 校

外出時間

夜間外出 ○保護者同伴以外は禁止です。

○保護者同伴に限ります。飲食店等

遊戯場等 ○パチンコ店等への出入りはいかなる場合も厳禁です。

ゲームセンター

ゲームコーナー

カラオケボックス

○保護者同伴以外は禁止です。

花火 ○必ず保護者が同伴して行いましょう。 ○市町村の条例を守ること。

魚釣り ○安全のためライフジャケットを必ず着用し、各学校のきまりをしっかりと守りましょう。

キャンプ・山登り
○保護者・教師の引率が

ない場合は禁止です。

○保護者、又は保護者に準

ずる成人の引率がない場合

は禁止です。

学校に届けを出しましょう。

アルバイト

交通安全

誘惑

水泳
○プールでは施設のきまりを守り、他人に迷惑をかけないようにしましょう。

○プール以外での遊泳は絶対にしないこと。

その他

○お盆、お祭り等の特別日の夜間外出について、学校の指示をきちんと守りましょう。

○インターネットの利用は、保護者が使うルールを決め、正しく使用しましょう。

○外出時は、保護者の許可を受け、無断外泊はしないこと。

○喫煙、飲酒、薬物乱用は絶対にしないこと。

○保護者等が同伴すること。


