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
《展示される作品の種類》
・華道 ・書道 ・写真
・エコクラフトバンド作品
・プラスチックモデル
・手芸 ・油絵 ・水彩画
・カルトナージュ
・ヒンメリ ・レジン小物
・ドライフワラーアレンジメント
・アクリル画 ・木工芸
・つまみ細工 ・絵手紙
・ドットペインティング
など
○会場では、換気や消毒などの
感染拡大防止対策を実施して
おります。
○一度に大勢でのご観覧は、密を
避けるためにご遠慮ください。
○来場される際は、マスクの着用
手指消毒にご協力ください。

【問合せ・申込み先】
生涯学習課生涯学習係 ℡６７－７７００

【期 間】

1月19日（火）～24日（日）

10：00～17：00
【場 所】 厚岸情報館 2階
【内 容】 町内で素敵な作品を作ってい
るサークルや、個人の皆さんの
作品を展示します！
※プログラム(出展者など）は、この
「LL TIMES」に挟んだ紫色の紙
をご覧ください。
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コロナで疲れた心を、あたたかな
手作り作品が癒やしてくれます。

皆さんのご来場
お待ちしています♪

『洋風〆飾りづくり』を開催しました！
☆12月19日（土）、真龍小学校２階図工室を会場に、
『洋風〆飾りづくり』講座を実施しました。
午前の部・午後の部ともに、満員御礼。
講師の先生のアドバイスを受けながら、皆さん、思い思いに
センスが光る素敵な〆飾りを仕上げていました。
作品を作る皆さんがとっても楽しそうで、こういう時だ
からこそ、楽しく学べる場というのは大切なんだな、と
強く思いました。 ありがとうございました！！
また、今回残念ながら定員に間に合わなかった皆さんも、
また何か企画した際には、この「LL TIMES」で告知
しますので、ぜひぜひ！チェックしてみてください！

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！

これから開催する事業・講座の情報や、終了した講座
の報告などなど色んな情報を発信しています！

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－

～きみだけのひみつ～
【期 間】 1月14日（木）まで
【内 容】 絵本作家・ヨシタケシンスケさんからのスペシャル
な宿題を体験してみよう！！

小中学校の冬休み期間は上映回数が増えます！
【期 間】

1月14日（木）まで
休館日：12月31日（木）～1月5日（火）

時

間

内 容

11：00～

「冬の大三角とふたご座のお話」
（低学年・幼児向け）

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～

全天周番組「ハナビリウム
～花火って、なんであるの?～」※

15：30～

「冬の夜空は星の宝石箱
～空の明るさと星の見え方～」

【日 時】 1月13日（水） 19：00～19：40
【内 容】 「冬の夜空は星の宝石箱」「アイヌ民族星ものがたり」
【日 時】 1月27日（水） 18：00～18：40
【内 容】 「キラキラ森のなかまたち～まほうのモーフくん～」
【日 時】 1月27日（水） 19：00～19：40
【内 容】 「ハナビリウム～花火ってなんであるの?～」

※対象者により幼児向け「キラキラ森のなかまたち」
を投影します。

入館の際はマスクの

※中学生以下は保護者同伴です

【期 間】 2月7日（日）まで
【内 容】 収蔵庫に保管している昔の生活道具を展示します。

着用をお願いします。

情報館からのおしらせ
LIBRARY
INFORMATION
【期 間】

【問合せ・申込み先】
本の森 厚岸情報館 ℡５２－２２４６

1月9日（土）～1月16日（土）

※１月12日（火）は休館日
10：00～18：00（木・金曜日は10：00～21：00）
【場 所】 厚岸情報館 ２階 会議室
【内 容】 各家庭、企業からいただいたカレンダーを配布します。
○収集：１月7日（木）までに情報館にお持ちください！
主催 本の森の住人
後援 厚岸町教育委員会

【日 時】 1月16日（土）13：30～15：05
【場 所】 厚岸情報館 ２階 視聴覚室
【内 容】 『くもりときどきミートボール2
～フード・アニマル誕生の秘密～』
【対 象】 幼児から大人まで（無料）

【日 時】
【場 所】 視聴覚室
日

【対 象】 大人の方
時

上映作品

1月 8日（金） 18：30～20：30
1月 9日（土） 13：30～15：30
【７日(木)・２１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
【２１日（木）】
しんりゅう保育所

13:35～14:05

【１５日（金）】
子夢希児童館

15:00～15:20

1月9日（土）・23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！

祈りのちから

【１４日（木）・２８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
【２８日（木）】
厚岸保育所
カトリック幼稚園

13:45～14:05
14:50～15:10

【２９日（金）】
友遊児童館

15:00～15:20

【１３日（水）・２７日（水）】
厚岸情報館 図書館バス
片無去（のんき村前) 11:00～11:15
巡回日程 (１月)
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 【８日(金)・２０日（水）】
9:55～10:05
翔洋高等学校
15:35～15:45 太田へき地保育所
太田小学校
10:10～10:25
太田郵便局
10:30～10:45
【１５日(金)・２９日(金)】
太田中学校
12:55～13:10
若松地区集会所 13:00～13:15 らくとぴあ
13:15～13:25
ﾄﾗｲﾍﾞﾂ地区集会所 13:35～13:55 心和園
13:35～13:45

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

【問合せ・申込み先】
あみか２１(保健福祉課) ℡５３－３３３３

１月27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
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

【日 時】

【場 所】
【内 容】

【日 時】
【場 所】
【内 容】

【対 象】

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

－３－

１月21日 （木）
社会福祉センター
○小児科・歯科診察
○計測
○問診
対象者には個別に案内を送付して
います。

【問合せ・申込み先】
子育て支援センター ℡５３－４３３７

保健師、栄養士への相談、身長・体重計測ができます！
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】
【場 所】
【対 象】

【日 時】
【場 所】
【対 象】

１月18日 （月） １０：３０～１１：００

【日 時】
【場 所】
【対 象】

1月13日 （水） １１：００～

子育て支援センター（コアぽんと内）
就学前のお子さんと保護者

子育て支援センター（コアぽんと内）
就学前のお子さんと保護者
【日
【場
【内
【対
【申

1月29日 （金） １１：００～
あみか２１
就学前のお子さんと保護者

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION
【厚岸中学校】
15日：始業式
20・21日：学年末テスト
21・25・28日：ALT
28日：思春期講座（1年）
29日：思春期講座（2年）
【厚岸小学校】
15日：3学期始業式
19～26日：冬休み作品展
19・21・26・28日：スケート
29日：食育（4年）

早寝

時】
所】
容】
象】
込】

１月20日 （水） １０：３０～
子育て支援センター（コアぽんと内）
鬼をやっつけよう
就学前のお子さんと保護者
1月13日（水）まで

【太田中学校】
15日：3学期始業式
20・21日：学年末テスト（3年）
20・27日：ALT
26日：生徒会企画行事

【真龍中学校】
12日：3学期始業式
15・19・22・26・29日：ALT
16日：土曜授業
18日：第3回定期テスト（3年）
28・29日：宿泊研修（2年）

【太田小学校】
15日：3学期始業式
18・19・23日：スケート教室
19・27日：ALT
23日：土曜授業
28・29日：宿泊研修
【翔洋高等学校】
15日：全校集会
21日：春期技術考査
26～29日：後期期末考査（3年）

早起き

【真龍小学校】
12日：後期第2ステージ開始
13～21日：冬休み作品展
13・18・20・25・27日：ALT
14日：北方領土学習（5年）
15～2月10日：スケート学習

朝ごはん
年末年始、生活習慣が乱れがちになります。
「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！

生活習慣を心がけましょう！
－４－

今月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください

【期 間】
【場 所】
【内 容】
【費 用】
【問合せ】

【日 時】
【場 所】
【内 容】
【対 象】
【申込み】
【参加料】
【問合せ】

1月6日（水）～1月31日（日）

9：30～15：30
※月曜日及び祝日の翌日を除く
木工センター
糸のこなどを使って「木製のパズル」を作ることができます！
作り方は教えてもらえるので初めての方でも大丈夫です。
１作品分まで無料
木工センター（52-3451）、環境林務課林政係（52-3131）
※希望日の３日前までに申込みをしてください。

1月17日（日）

10：00～12：00
宮園公園スケートリンク
親子のふれあいを大切にしながら冬のスポーツを楽しんでみませんか。
保護者と一緒に参加できる小学生以下の児童・幼児
1月15日（金）まで
無料
スポーツ課スポーツ係（52-7785） ※B&G海洋センター内

正しく知っておきたい！インターネット
インターネットやスマートフォンがどんなに便利になっても、悪用しようとする人がいる限り危険
はなくなりません。ネットを安全に賢く使うために、実際にあったトラブルから自分たちに『なにができる
か』を話し合ってみませんか？

トラブル①
日常に潜む危険

スマホの使いすぎによる日常生活への支障
スマホの使用が連日深夜まで続き
友達とのアプリでのやりとり、ネットサーフィンが
やめられず、夜遅くまでスマホを使ってしまう。

遅刻や居眠りをするようになってしまった
体調や成績にも影響が出ているけど、スマホを
使うことをやめられない！

トラブル②
安易な情報提供

生活習慣の乱れや睡眠不足は、健康や学習
などにさまざまな影響を及ぼします。
スマホを使うときのルールづくりや、利用
時間を制限するアプリを使うことなど･･･
自分にあった方法を考えてみませんか？

SNSなどへの投稿内容から個人が特定
友達とシェアするつもりで写真を投稿
友達にとってもらった写真が気に入ったので、友達
に共有しようと思ってSNSに写真を投稿しました。

写真以外にも、友人とのやりとりで名前や
住んでいる場所がわかることも。

つきまといをうけるようになってしまった

投稿する前に自分以外に写っているものを
確認するなど、個人が特定されないための
対策をしましょう！

投稿した写真で個人が特定されてしまったことが
引き金になりストーカー被害を受けるように…

※総務省発行 インターネットトラブル事例集より抜粋

２０２０年も大変お世話になりました。
２０２１年も「ＬＬ ＴＩＭＥＳ（厚岸町生涯学習情報紙）」
でさまざまな情報を、わかりやすく・たくさん発信してまい
りたいと思います。
「ＬＬ ＴＩＭＥＳ」をどうぞよろしくお願いいたします。
生涯学習係スタッフ一同

