
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

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、

・手指、部屋の消毒の徹底

・マスクの着用

・部屋の換気 など

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を

おこなったうえで利用をお願いいたします。

３つの密（密閉・密集・密接）

を避けての利用を

お願いします！

｢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5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

○エコクラフトバンド

毎月第2金曜日(月１回)18：30～21：30

○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♪

開催しました！

10月11日(日)、真龍小学校で「レザークラフト講座」

を開催しました！

好きな色の革を選び、裁断し、縫い合わせ、自分だけの

オリジナルキーホルダーを作りましたよ。完成したキーホ

ルダーは、どれも素敵なものばかりでした♪

今回のレザークラフト講座には、午前の部、午後の部と

もに定員いっぱいの参加をいただきました。

たくさんのご参加ありがとうございました!!

※生涯学習係では、今後もさまざまな講座を開催して

いきたいと考えています。

「○○をやってみたい」「□□を教えられます｣など

のご意見･ご要望をぜひお聞かせください。

『ちょこっと作品展』

出展者募集します！
「町民文化祭」は中止になってしまいましたが、

作品を展示する機会として、「ちょこっと作品

展」を実施します！

（詳細は別紙チラシをご覧ください。）

【展示期間】 2021年1月19日（火）

～24日（日）

10：00～17：00 ※情報館開館日

【会 場】 厚岸情報館 2階

【申込】 11月4日（水）

～11月18日（水）

参加申込用紙（別紙チラシ裏面）に必要事項を記

入のうえ、期日までに下記へ申込みください。

〒088－1151 厚岸町真栄2丁目1番地

厚岸町教育委員会生涯学習課生涯学習係

（FAX：６７－７７０１）

※この作品展では皆様の作品をお預かりし、生涯

学習課スタッフが展示・撤収作業を行います。



厚岸情報館 図書館バス

巡回日程 (1１月)

【５日(木)・１９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 13:15～13:25

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

【１９日（木）】

しんりゅう保育所 13:35～14:05

【１１日（水）・２５日（水）】

片無去（のんき村前) 11:00～11:15

片無去地区集会所 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

【１３日(金)・２７日(金)】

若松地区集会所 13:00～13:15

ﾄﾗｲﾍﾞﾂ地区集会所 13:35～13:55

【１２日（木）・２６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

【２７日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【１３日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【６日(金)・１８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 13:15～13:25

心和園 13:35～13:45

【２６日（木）】

厚岸保育所 13:45～14:05

カトリック幼稚園 14:50～15:10

投影機器をリニューアルし、全天周の番組を上映できるよう

になりました。今までの番組もより鮮明になり、さらにドーム全体

に映像を投影する新しい番組が登場します！

上映スケジュールなど詳細は海事記念館のホームページや

Facebook・Twitterをご覧いただくか、海事記念館までお問い

合わせください。

（プラネタリウム鑑賞中はマスクの着用をお願いします。）

＜夜間投影のお知らせ＞

【日 時】 １１月18日（水） 19：00～19：35
【場 所】 海事記念館 プラネタリウム室

【内 容】 「秋の夜空とかぐや姫」

（低学年・幼児向け番組）

厚岸町町制施行一二〇周年記念事業

【期 間】 １1月6日（金）～23日（月・祝）
※6日は14時から

【場 所】 情報館 ２階 会議室

【内 容】 クレヨンとクレパスを使って描く絵本原画

約40点を展示します。

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

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－

【期 間】 11月29日（日）まで
【内 容】 「50年後の宇宙生活」をテーマに

町内の小・中学生から応募があっ

た60点の絵画を展示しています。

名作映画を一挙上映！！
【場 所】 厚岸情報館

（２階 視聴覚室）

【対 象】 一般

【日 時】 11月18日（水）
10：30～12：00

【内 容】 『初恋のきた道』

【日 時】 11月19日（木）
13：30～15：25

【内 容】 『シャレード』

【日 時】 11月20日（金）
18：30～20：55

【内 容】 『華麗なるギャッビー』

【場 所】 厚岸情報館（２階 視聴覚室）

【対 象】 幼児～大人まで楽しめます。

【日 時】 11月7日（土） 13:30～14:20
【内 容】 『おじゃる丸‐満月ロード危機一髪

タマにはマロも大冒険‐』

【日 時】 11月21日（土） 13:30～14:50
【内 容】 『おしりたんてい⑩－ププッ

おしりたんていがふたりいる!?』

【日 時】 ・11月13日（金）
19：00～20：30

・11月14日（土）
13：30～15：00

【場 所】 厚岸情報館

（２階 視聴覚室）

【内 容】 『父の詫び状』

【対 象】 一般

【日 時】 11月14日（土）・28日（土） １０：３０～１１：００

【場 所】 厚岸情報館（２階 会議室）

【対 象】 幼児～大人まで楽しめます。

情報館のイベントに

参加されるときは、マス

クの着用をお願いいた

します。

秋の子ども読書推進事業

【日 時】 １１月２８日（土） 13：30～15：00
【場 所】 厚岸情報館（２階 会議室）

【内 容】 ・紙芝居（協力：紙芝居サークルうてうての会）

・スノードームづくり

【対 象】 どなたでも（先着15名） ※小学生未満は保護者同伴

今年もやります！

【日 時】 １１月２３日（月・祝）
①１３：００～１３：４５

②１５：３０～１６：１５

【場 所】 海事記念館 プラネタリウム室

【内 容】 満天の星空の下、アロマの香りに包まれながら、

日頃の疲れを癒やしませんか。枕やぬいぐるみの

持ち込みOK！



【問合せ・申込み先】

温水プール ℡５２－６６３１

－３－スポーツ課からのおしらせ
SPORTS
INFORMATION

保健師、栄養士への相談、身長・体重計測ができます！

【日 時】 11月16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

【日 時】 １１月６日 （金）

11：００～

【場 所】 あみか２１

【内 容】 「乳歯を守る」

講師：小児歯科医

【対 象】 子どもの養育に関わっている方

【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

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、保護者向けの本の紹介や本の貸出もしてくれます！

【日 時】 11月27日 （金） １１：００～

【場 所】 あみか２１

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【日 時】 11月11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】 １１月２５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。

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！

『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各種団体・サークルなど行政・

民間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。

（生涯学習係 ℡ 0153-67-7700 ）

【日 時】 １１月１９日 （木）

【場 所】 あみか２１

【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。

【日 時】 １１月18日 （水） １０：３０～
【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 手作りイスで遊ぼう !

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 11月11日（水）まで

日本水泳連盟

【日 時】 11月23日（月・祝） 15：00～
【場 所】 温水プール

【内 容】 日本水泳連盟が定めた全国統一の泳力基準に

よって行われる水泳能力検定です。
【対 象】 定期的に水泳の練習をしている町内の方

【申 込】 １１月19日（木）まで

【参加料】 検定料１種目３００円、認定料７００円

【日 時】 １１月5日～26日 毎週木曜日

１９：００～２０：００（全4回）

【場 所】 温水プール

【内 容】 クロール・背泳ぎなどの指導をします。

【対 象】 町内の小学５・６年生、中学生

【申 込】 11月3日（火）まで

【参加料】 １回１1０円（施設使用料）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください
１２月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

【日 時】 ①12月4日（金） １９：００～２１：００ ②12月5日（土） １０：３０～１２：００

【場 所】 厚岸情報館 パソコン実習室

【内 容】 年賀状ソフト「筆まめ」を使用し、年賀状の裏面を作成 します！

年賀状は50枚まで印刷できますので、ご持参ください。

【対 象】 ①高校生以上 ②小学３年生以上

【申 込】 １２月1日（火）まで ※先着各4人

【受講料】 高校生以上 １，０００円、中学生以下 ５００円

【問合せ】 厚岸情報館（52-2246）

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【太田小学校】

10日：参観日（1～4年）

10・17・20・24・27日：ALT

13日：参観日（5・6年）

24・26日：個人懇談
【太田中学校】

2日：思春期保健講座（2年）

4・9・18・25日：ALT

11日：学力テスト（1・2年）/総合C（3年）

13日：携帯安全教室

26・27日：期末テスト（3年）

28日：学習発表会

【翔洋高等学校】

13日：頭髪・服装検査

17～20日：後期中間検査

25日：ネットトラブル防止・防犯教室

【真龍中学校】

2・4・5日：授業参観日

6・10・13・17・20・24・27日：ALT

11日：学力テスト（1・2年）/総合C（3年）

30日：三者面談①

【厚岸中学校】

2・5・26日：ALT

5日：造船所見学会（2年）

11日：学力テスト/総合C（3年）

16・17日：期末テスト

30日：三者面談①

【真龍小学校】

2・4・9・11・16・18・25・30日：ALT

9～20日：読書週間

25・26・30日：保護者面談

25日：参観日（1・2年）

26日：参観日（3・4年）

27日：午前授業

30日：参観日（5・6年）

【厚岸小学校】

2日：避難訓練

12日：防犯教室

25日：学習発表会（4～6年）

26日：学習発表会（1～3年）

－４－

育成センターでは、各学校の補導員の先生方と一緒に

６月から町内各所をパトロールしたり、学校や警察署から

の情報提供を基に、必要に応じたパトロール等を行っています。

児童生徒の皆さん、これからどんどん暗くなりますが、

まずは早くお家に帰ること。

また、児童生徒さんに限らず、暗い道を徒歩や自転車で移動を

する時は、反射板や、明るい色の服を着る等していただけると、

車から見た時に断然見やすくなり、突然の悲惨な事故をふせぐ

ことができます！

自転車は『軽車両』、つまりは『車』の仲間なので、事故になれば

大変なことになります。お互いを思いやって、住みやすい町に

していきましょう♪

11月15日（11月第3日曜日）は「家族の日」、

11月8日～21日（家族の日の前後1週間）は「家

族の週間」です。

家族や地域のつながり、そして、子どもを育

てていく大切さに改めて気づくきっかけにしま

しょう。

「人は、つながって、生きている。仕事や家事、勉強

などで忙しいときも、家族がいるから、家族とつながっ

てるから、一生懸命がんばれたり、安心して暮らして

いける。」

（内閣府HPより抜粋）

佳作
忘れ物 取りに帰るな 前を見ろ

起きてからでは もう遅い 何度も経験したでしょう

防災は 日々の備えと 助け合い

ありますか あなたの家に 命の準備

「備えよう」 その一言が 減災へ

話し合おう 家族みんなで ひなんばしょ

どうしよう 迷う前に にげようよ

すぐ逃げて 家族はきっと 大丈夫

かぞくみんなで ひなん場所かくにんしよう

すぐにげて つなみは命 うばい去る

（翔洋高校3年 佐々木沙李奈さん）

（翔洋高校1年 毛利珠菜さん）

（真龍中学校3年 長崎杏奈さん）

（太田中学校3年 小川璃久さん）

（厚岸中学校1年 酒井駿輔さん）

（厚岸小学校6年 笠原実里さん）

（厚岸小学校6年 成澤楓香さん）

（太田小学校6年 和田隼人さん）

（真龍小学校5年 太田進司さん）

（太田小学校5年 井出葵さん）

優秀賞

しっかりと 毎年確認 防災グッズ
（真龍中学校1年 中村 朱苗さん）

「大丈夫でしょ」 要らない心配 命取り
（真龍中学校1年 片野 愛夏さん）

ふりしぼれ いっしんふらんに かけ上がれ
（厚岸小学校5年 井上 柊郁さん）

最優秀賞 「今やろう」 未来を変える その行動 （真龍中学校３年 平下 寛真さん）


