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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

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！

を開催しました！

1月19日(火)～24日（日）、厚岸情報館2階で『ちょこっと作

品展』を開催しました！町民文化祭も中止になってしまい、皆さ

んの作品を展示する機会を！そして、見る人に元気と癒やしを！

という目的で行いました。

期間中、延べ２１６人の方にご来場いただき、「素敵、来て良

かった」や、「私も作品作り頑張らなきゃ！」「心がほっとする

ね」など、嬉しいお声をいただきました。出展いただいた皆様、

ご来場いただいた皆様、本当にありがとうございました！

生涯学習コーナーが

生まれ変わりました！
今まで生涯学習コーナーとして、役場

庁舎内（町民ホール）に生涯学習に関す

るチラシやポスターを掲示していました

が、今年から「教育委員会コーナー」に

生まれ変わりました！

場所も移動して中央階段の右手、お

手洗いの横にあります。

町内外のイベントや生涯学習課の事

業の案内の他、スポーツ課や学校関係

の掲示物など、「教育委員会」に関す

る資料はこちらに凝縮されています。

ぜひ、チェックしてください！

｢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！

体験講座への参加は生涯学習係にご連絡ください。

《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？

生涯学習係にご相談いただければ、簡単に

講座を開設できます。

お気軽にご相談ください♪

【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

ビ バ



【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－

【日 時】 2月13日（土） 13：00開場 13：30開演

【場 所】 海事記念館 プラネタリウム室

【内 容】 プラネタリウムの星空のもと、厚岸町吹奏楽団の

アンサンブルによる生演奏を楽しめます。

【申 込】 2月10日（水）まで （定員４０人）

【期 間】 2月6日（土）～3月7日（日）まで
【場 所】 海事記念館 1階ホール

【内 容】 今年全通100年を迎える「根室東線（花咲線）」

を写真で振り返ります。

～国鉄釧路機関区・酒井豊隆の

記録～「根室東線」の風景～

【日 時】 2月7日（日） １0：00～ / 13：30～

【場 所】 海事記念館 会議室

【内 容】 マッスルセンサーを使って、自分たちのからだ

を動かす電気信号を調べよう。

【対 象】 小学3年生から6年生まで

【申 込】 2月5日（金）まで（各回定員10人）

～オーロラが語る大切なメッセージ～

【日 時】 2月26日（金） 18：30～20：00

2月27日（土） 10：00～11：30
【場 所】 海事記念館 プラネタリウム室

【内 容】 オーロラメッセンジャーの中垣哲也氏が世界各

地で撮影したオーロラの映像を中垣氏の解説と

ともに上映します。

【申 込】 2月21日（日）まで （各回定員４０人）

【４日(木)・１８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

【１８日（木）】

しんりゅう保育所 13:35～14:05

【９日（火）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【１２日（金）・２５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（木）】

厚岸保育所 13:45～14:05

カトリック幼稚園 14:50～15:10

【２６日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【１０日（水）・２４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

【９日(火)・２６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

【３日(水)・１７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

厚岸情報館 図書館バス

巡回日程 (２月)

【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

冬の子ども読書推進事業

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

【内 容】 ①かいじゅうのたまご工作会 （13：30～14：30）

②おはなし会とぬいぐるみのお泊まり会

受付（14：40～15：30）

【申 込】 各15人（受付先着順） ※無料

【日 時】 2月13日（土）

2月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

うちの子（ペット）自慢♪

【期 間】 2月18日（木） まで
【内 容】 3月開催の「ワン！ニャン！どっちも

大好き」の展示会場でペットの写真

を紹介します。犬・猫以外もOKです。

賞や参加者全員ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄもあります。

【対 象】 情報館利用者カードをお持ちの方

【応募方法】 必要事項を記入の上、写真データ

を情報館メールアドレスに送信して

ください。
【日 時】 2月19日（金）

19：00～20：00

2月20日（土）
13：30～14：30

【場 所】 厚岸情報館 ２階 視聴覚室

【内 容】 『岩合光昭の世界ネコ歩き

～エーゲ海の島々～』

【対 象】 一般

【日 時】 2月6日（土）13：30～14：32
【場 所】 厚岸情報館 ２階 視聴覚室

【内 容】 『くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ

～セレスティーヌの誕生日～』

【対 象】 幼児から大人まで ※無料

【日 時】 2月10日（水） 19：00～19：35
【内 容】 「冬の大三角とふたご座のお話」

【日 時】 2月19日（金） 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】 2月19日（金） 19：00～19：35
【内 容】 「ハナビリウム～花火ってなんであるの?～」

※中学生以下は保護者同伴です



【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

【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

【日 時】 2月12日 （金） １３：３０～

【場 所】 あみか２１

【内 容】 『妊娠期からの離乳食レッスン』

講師：栄養士

【対 象】 子どもの養育に関わる方

スポーツ課からのおしらせ
SPORTS
INFORMATION

【問合せ・申込み先】

B&G海洋センター（スポーツ課） ℡５２－７７８５

【日 時】 2月17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。

【日 時】 2月21日（日） 10：00～11：00 ※集合9：00

【集合場所】 B&G海洋センター玄関前

【内 容】 スノーシューの履き方、歩き方を学んだ後、愛冠観光サービスセンター

から愛冠岬まで歩きます。

【対 象】 町内在住の小学生以上の方

【申 込】 2月18日（木）まで ※定員20人（大人10人、子ども10人）

場合によっては定員に満たなくても募集を締め切ることがあります。

【そ の 他】 防寒着（帽子・手袋）と長靴又はスノーブーツを着用してきてください。

－３－

【日 時】 2月12日 （金） １３：００～

【場 所】 あみか２１

【内 容】 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。

【対 象】 町内在住の妊婦さんとその家族

保健師、栄養士への相談、身長・体重計測ができます！

【日 時】 2月19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

【日 時】 2月18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。

【日 時】 2月10日（水）・24日 （水） １１：００～

【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 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。保護者向けの本の紹介や

本の貸出もしてくれます。

【対 象】 就学前のお子さんと保護者



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【期 間】 2月23日（火）～3月14日（日）まで
【場 所】 厚岸情報館 2階 会議室

【内 容】 北海道ゆかりの作家・作品の中の犬や猫を、小説・エッセイ・詩・

短歌・俳句などを通して紹介します。

【入場料】 無料

【問合せ】 厚岸情報館（52-2246)

北海道立文学館ミニ巡回展

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください
３月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

◆利用申請の手順◆

➀生涯学習係（67-7700）へ空室状況を確認

※使用したい日時・部屋をお伝えください

②利用申請書を提出

③承認書を受け取る

【サークル活動などで真龍小学校を利用できます！】
厚岸町教育委員会では、学校開放事業の一環で真龍小学校を、

生涯学習施設として地域のみなさんへ開放しています！

学校の授業がない日、時間に特別教室や体育館などを無料で

ご利用いただけます。

①手指のアルコール消毒(玄関に設置しています）

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

（消毒用品は全て用意しています）

⑦責任者の方は、利用者の連絡先等を把握しておく

３つの密（密閉・密集・密接）を

避けての利用をお願いします！

【利用時のお願い】
現在は新型コロナウイルスまん延防止のため、真龍小学校を使用する場合は、つぎの対策を行い利用していた

だいています。

利用できる部屋

体育館・ランチコーナー

視聴覚室・作法室・図工室

焼窯室・音楽室・多目的ホール

会議室・コンピューター室

家庭科室・グラウンド

『LL TIMES』は、厚岸町民が

参加できるものであれば、団体・

個人を問わず記事を掲載すること

ができます！

詳細は生涯学習係（67-7700）

まで、お問い合わせください。

『LL TIMES』３月号への

記事掲載について

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【厚岸中学校】

4・18・25日：ALT

5日：学力テスト

18・19日：学年末テスト（1・2年）

22日：授業参観日/学級懇談会

【厚岸小学校】

2・4日：スケート

15日：防犯訓練

18日：参観日（1～4年）

19日：参観日（5・6年）

【太田小学校】

1・5日：スケート教室

2・5・9・16・19日：ALT

10日：児童総会

22日～3月5日：ノートオリンピック

26日：個人懇談

【真龍小学校】

～10日：スケート学習

1・3・8・10・15・17・22・24日：ALT

8・9・10・12・15・17日：参観日

22日：租税教室（6年）

26日：6年生を送る会

【太田中学校】

3・10・17・24日：ALT

5日：学力テスト

19日：参観日/懇談会

25・26日：学年末テスト（1・2年）

【真龍中学校】

2・5・9・16・26：ALT

5日：学力テスト（1・2年）

19日：第3回定期テスト（1・2年）

【翔洋高等学校】

1日：小型船舶身体検査

18・19・22・24日：後期期末考査

26日：卒業式予行/同窓会入会式

－４－


