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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

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！

～優秀賞をご紹介します～

＜いじめ・非行防止部門＞

ダメだよと 教える人が 真の友
（翔洋高校３年 西村夏音さん）

見えない矢 誰かの心に 刺さってる
（太田中学校２年 柿﨑莉咲さん）

携帯と 合わせてもちたい モラル・マナー
（厚岸小学校５年 戸澤大雅さん）

＜交通安全部門＞

アクセルより 心のブレーキ 先に踏もう
（翔洋高校３年 関根梨緒菜さん）

早く着く 大切なのは 無事に着く
（真龍中学校３年 福井穂乃佳さん）

油断だめ 自分で守る 自分の身
（厚岸小学校６年 江上莉央さん）

開催しました！

11月7日(土)、真龍小学校で「レ

ジン小物づくり体験講座」を開催し

ました！

透明のレジン液に着色料やラメを

混ぜて色づけし、型に入れて固めて、

キーホルダーとアクセサリーを作り

ました。グラデーションになってい

るものなど、皆さんとてもきれいな

作品を作っていました！

開催しました！

11月15日(日)、真龍小学校で

毎年大人気の「ヒンメリづくり体

験講座」を開催しました！

今年は初心者向けとスキルアッ

プコースに分けたところ、募集開

始日に満員となりました。先生の

素敵なヒンメリが飾られたお部屋

で、皆さんとても楽しそうに作品

を仕上げていました！

【日 時】 １２月１９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】 日本の正月の伝統的な装飾である「〆飾り」を洋風にアレンジした「洋風〆飾り」を作ります。

【対 象】 各部先着5名 （親子での参加可）

【申 込】 12月3日（木）～12月10日（木）

コミュニケーションの第一歩は、あいさつから・・・

地 域 すすで め る

あいさつ声かけ運動

挨拶は生活の基本です。

地域における声かけは最大の防犯

対策になります。



【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

－２－

厚岸情報館 図書館バス

巡回日程 (12月)

【３日(木)・１７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

【１７日（木）】

しんりゅう保育所 13:35～14:05

【９日（水）・２３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

【１１日(金)・２５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

【１０日（木）・２４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

【２５日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【１１日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【２日(水)・１６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

【２４日（木）】

厚岸保育所 13:45～14:05

カトリック幼稚園 14:50～15:10

（厚岸小学校５年 戸澤大雅さん） （厚岸小学校６年 江上莉央さん）

【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

11月に投影機器をリニューアルし、より鮮明に番組を観るこ

とができるようになりました！また、ドーム全体に映像を投影す

る全天周の番組も投影します。

【内 容】 冬の星座解説に加えて以下の番組を投影します。

平日 ・14：30～ ※『ハナビリウム』（全天周）

・15：30～ 『冬の夜空は星の宝石箱』

土日祝日

・11：00～ 『冬の大三角とふたご座のお話』

・13：30～ 『冬の夜空は星の宝石箱』、

『アイヌ民族星ものがたり（冬）』

・14：30～ ※『ハナビリウム』（全天周）

・15：30～ 『冬の夜空は星の宝石箱』

※対象者により、幼児向け番組『キラキラ森のな

かまたち』（全天周）を投影します。

【期 間】 12月26日（土）～2月7日（日）まで
【場 所】 海事記念館 ２階プラネタリウム室前

【内 容】 海事記念館で保管している昔の生活道具

を展示します。展示資料は実際に触れるこ

ともできます。

学校授業支援企画展

【日 時】 12月16日（水） 19：00～
【内 容】 冬の星座解説、

『冬の夜空は星の宝石箱』

【日 時】 12月23日（水） 18：00～、19：00～
【内 容】 『ハナビリウム』（全天周）

※どちらも中学生以下は保護者同伴

クリスマスおすすめ本セット貸出しします

【期 間】 12月2日（水）～１２月２５日（金）まで
【場 所】 厚岸情報館・分館

【内 容】 クリスマスの包装紙で、おすすめ本をラッピングして貸

出しします。学年や年齢、テーマごとにセットにし、大人

向けのセットもあります。どんな本が入っているかはお楽

しみ♪ ※１日１人１セットまで

【期 間】 12月3日（木）～12月20日（日）まで
【場 所】 厚岸情報館 2階会議室

【内 容】 役場庁舎内に飾られている絵画のう

ち、“郷土厚岸”を描いた作品を展示

します！

日 時 内 容

12月12日(土) 13:30～15:23

12月11日(金) 18:30～20:23
80日間世界一周

【場 所】 厚岸情報館 ２階 視聴覚室 【対 象】 大人の方
【場 所】 厚岸情報館 ２階 視聴覚室

【対 象】 幼児から大人まで（無料）

【日 時】 12月5日（土）１３：３０～１４：２０
【内 容】 『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】 12月19日（土）１３：３０～15：21
【内 容】 『PAN～ネバーランド、

夢のはじまり～』

【日 時】 12月12日（土）、12月26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！



【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】 12月16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

【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います！

【日 時】 12月25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】 12月9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

保健師、栄養士への相談、身長・体重計測ができます！

【日 時】 12月4日 （金） １０：３０～１１：００

【場 所】 あみか２１

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

－３－

【日 時】 12月23日 （水） １０：３０～

【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 クリスマスパーティー

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 12月11日（金）まで

冬休みがはじまり、生活習慣が乱れがちになります。

大人も子どもも「早寝・早起き・朝ごはん」を意識して

規則正しい生活習慣を心がけましょう！

早 寝

早 起 き

朝 ご は ん

～作ってみよう！簡単朝ごはん～

フレンチトースト風

サンドイッチ
材料（2人分）

食パン（8～10枚切）…4枚

ハム …………………4枚

とろけるチーズ ………4枚

トマト …………………1/4個

ピーマン ……………1/2個

卵 …………………2個

牛乳 ………………大さじ6

塩・こしょう …………少々

作り方

1 食パンにハム、とろけるチーズ、スライスしたトマトとピーマン

をのせ、もう1枚の食パンではさむ。

2 卵をとき、牛乳、塩・こしょうを混ぜる。

3 1を2にくぐらせ、中火のフライパンで両面をこんがりと焼く。

（参考：朝ごはんポケットレシピ）

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【太田小学校】

3日：学習発表会（1・2年）

4日：学習発表会（3・4年）

4・8・15・18・22：日ＡＬＴ

7日：学習発表会（5・6年）

17日：児童集会

24日：2学期終業式

【太田中学校】

2・3日：三者面談

2・9・16・21・23日：ALT

3・4日：期末テスト（1・2年）

7日：思春期健康講座（3年）

10日：生徒総会

24日：2学期終業式

【翔洋高等学校】

3日：思春期講座（1年）

4日：思春期講座（2年）

15日：全国水産高校生研究発表大会

18日：後期体育大会

23日：全校集会

【真龍中学校】

～4日：三者面談

1・4・8・11・15・18・22日：ALT

17日：思春期講座（1年）

24日：2学期終業式

【厚岸中学校】

1～4日：三者面談

3・10・17・24日：ＡＬＴ

24日：終業式

【真龍小学校】

2～28日：保護者面談

7・9・14・16・21・23日：ALT

24日：後期第1ステージ終了

【厚岸小学校】

16日：学級懇談会（4～6年）

17日：学級懇談会（1～3年）

24日：2学期終業式



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

規則正しい生活習慣を心がけましょう！
（参考：朝ごはんポケットレシピ）

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください
１月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

－４－

消費生活講演会

【日 時】 １月１6日（土） 10：00～11：30
【場 所】 生活改善センター大ホール

【内 容】 落語家の「林家木久蔵」が落語を交えながら詐欺

や悪徳商法の手口を面白おかしくお話しします。

【対 象】 どなたでも（要事前申込み） ※先着50名

【問合せ】 観光商工課（52－3131）

この紙面に記載している内容は、11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。

～ みんなで育てよう 厚岸の子どもたち ～

≪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。

小 学 校 中 学 校 高 等 学 校

外出時間 ○午後 ４ 時までです。 ○午後 ６ 時までです。 ○午後 ９ 時までです。

交通安全 ○交通ルールや各学校の指導を必ず守り、事故にあわないようにしましょう。

飲食店等

ゲームセンター

ゲームコーナ-

カラオケボックス

○保護者同伴に限ります。

遊び
○路上で遊ばないこと。（特にソリやミニスキーなど）

○道路に面した雪山で遊ばないこと。軒下は通らないこと。

○18歳未満禁止の場所、酒

類提供店は禁止。その他、風

適法と外出時間を遵守するこ

と。

夜間外出 ○保護者同伴以外は禁止です。

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。

アルバイト ○いかなる場合も禁止です。
○保護者の許可を受け、学校

に届け出てから行うこと。

○必ず学校の許可を得ること。

１９時まで

誘惑

○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。

その他

○インターネットやSNSなどゲーム機を含めた情報端末機器の利用は、保護者が使うルールを決め、

正しく使用しましょう。夜遅くまで利用することは、深夜徘徊と同じです。

○外出時は、保護者の許可を受け、無断外泊はしないこと。

【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

【期 間】 1月19日（火）～24日 ※情報館開館日

10：00～17：00

【場 所】 厚岸情報館２階

【内 容】 町民の皆さんが心を込めて作った作品を

展示します。

【問合せ】 生涯学習係（67-7700）

令和３年

【日 時】 1月5日（火・祝） 受付 12：30～12：50 開会 13：00

【場 所】 真龍小学校 体育館

【内 容】 式典

【対 象】 平成12年4月2日～平成13年4月1日生まれの方

【その他】 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新成人以外のご入場はご遠慮いただきます。

【問合せ】 厚岸町成人式実行委員会事務局 （生涯学習係 67-7700）


