
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

○どんなことをするの？

・月１回程度、主に真龍小学校を会場に学習会を

行っています。

・５月～９月は、クラブ活動を行っています。

・町外研修や調理実習、お楽しみ交流会など、

学生同士が交流できる場もあります。

○だれでも入学できるの？

６５歳以上の方であれば、だれでも入学できます！

生きがい大学の学生になりませんか？

まずは見学・体験をしてみませんか？

「ちょっと気になるな～」

「行ってみようかな」

という方はお気軽にご連絡ください！！

※令和3年度は新型コロナウイルス感染症対策

のため、内容を変更して実施します。

生きがい大学は、学習会やクラブ活動を通して、仲間とともに学びながら、

生きがいに満ちあふれた人生を送ることを目指して開設しています！

全ての学習会で送迎（無料）が可能です。

【内 容】 ・詐欺についての講話

・メッセージカード作り

【対 象】 概ね６５歳以上の町民

【申 込】 生きがい大学への入学は随時可能です。

詳細は下記をご覧ください。

【日 時】 3月3日（水） 10：00～13：00

3月5日（金） 10：00～13：00

3月11日（木） 10：00～13：00

【場 所】 真龍小学校 1階 作法室

※新型コロナウイルス感染症対策のため、３回に分けて開催いたします。

生涯学習 とは

この情報紙の名前を「あっけし生涯学習情報紙 LL TIMES」と名付けていますが、“生涯学習”って何？

と思う方が多くいるのではないでしょうか。

生涯学習は、

・いつでも（Whenever）

・どこでも（Wherever）

・だれでも（whoever）

・なんでも（whatever）

を基本とするわたしたちが生涯にわたって行う学習活動です。

生涯学習は、学校や地域社会の中で行われるだけではなく、わたしたちのスポーツ活動、文化活動、趣味、

ボランティア活動などの中でも行われるものです。

このように、家庭・学校・職場・地域社会で行われるすべての学習を「生涯学習」としてとらえることが

でき、「生涯学習」は、わたしたち一人一人が豊かで充実した人生を送ることに深くかかわっているといえ

ます。

（北海道教育委員会HPより抜粋）

ちなみに、「LL TIMES」のLLは生涯にわたって行う学習（生涯学習）を意味する Lifelong Learning 

の頭文字をとったものです。TIMESは新聞という意味です。

「生涯学習」と聞くと難しいものに思えてしまいがちですが、みなさんが普段行っている趣味や読書、博物館や水族

館などに足を運ぶことも全部「生涯学習」なのです！



【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－

【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

【１２日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【１１日（木）・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）・１９日（金）】

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

【１２日(金)・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 (3月)

【日 時】 3月20日（土） 10：00～12：00

【場 所】 海事記念館 2階 プラネタリウム室

【内 容】 ①「知の交差点・厚岸

～厚岸と佐賀藩の関わり～」

海事記念館 学芸員 菅原 卓己

②「知の交差点・厚岸 ～偉人たちの足跡～」

海事記念館 専門員 熊﨑 農夫博

【対 象】 一般

【申 込】 3月19日（金）まで 先着40人

【参加料】 無料

厚岸町の歴史を振り返ってみませんか？

【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

【内 容】 土日祝日

・11：00～ 「いのちの女神『おとめ座』」

・13：30～ 「春の星空の道しるべ『北斗七星』」、

「アイヌ民族星ものがたり（春）」

・14：30～ ※「ハナビリウム」（全天周）

・15：30～ 「春の星空の道しるべ『北斗七星』」

平日

・14：30～ ※「ハナビリウム」（全天周）

・15：30～ 「春の星空の道しるべ『北斗七星』」

※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。

「ハナビリウム」と「キラキラ森のなかまたち」は3月末で上映が終了します！この機会にぜひご覧ください。

【日 時】 3月10日（水） 19：00～19：40

【内 容】 「春の星空の道しるべ『北斗七星』」

【日 時】 3月17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】 3月17日（水） 19：00～19：40

【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

【日 時】 ・3月12日（金）
18：30～20：10

・3月13日（土）
13：30～15：10

【場 所】 厚岸情報館

２階 視聴覚室

【内 容】 『思い出トランプ』

【対 象】 一般

【期 間】 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。

北海道立文学館ミニ巡回展

【日 時】 3月13日（土）
10：30～11：00

【場 所】 厚岸情報館

おはなしの部屋

【日 時】 3月27日（土）
10：30～10：45

【場 所】 厚岸情報館

視聴覚室

【対 象】 幼児～大人まで

【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】 3月6日（土） 13:30～14:45

【内 容】 『フィガロとクレオ』

【日 時】 3月20日（土） 13:30～14:20

【内 容】 『くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ

～機械じかけのピアノ～』

【日 時】 3月26日（金） 13：30～14：50

【内 容】 『アンツ』

【日 時】 3月27日（土）10：45～11：35

【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火星の段・宇宙の始まり段』

【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】 3月24日 （水） 10：30～

【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 手がたとり

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 3月18日（木）まで

【日 時】 3月24日 （水） 10：30～11：00

【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 保健師、栄養士への相談や身長・体重の

計測ができます。

【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、保護者向けの本の紹介や本の貸出もしてくれます！

【日 時】 3月10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】 3月19日 （金） 11：00～

【場 所】 あみか２１

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【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】 3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。

【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

－３－

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。

犯罪者は、あいさつをされると「目撃された」・「顔を認識

された」と思い、その地域での犯行を取りやめることがあります。

あいさつで、みんなが安心して生活できる地域をつくりましょう。

【日 時】 3月22日 （月） 13：00～15：00

【場 所】 あみか２１

【内 容】 簡単エクササイズとベビーリズムダンスを行います。

講師：助産院マタニティアイ 成瀬院長

終了後は相談コーナーも設けます。

【対 象】 20週以降の妊婦さん、産後のママ

1歳6ヶ月までのお子さん

【その他】 託児あります。

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【各小学校】

19日：卒業式

24日：修了式/離任式

【各中学校】

15日：卒業式

24日：修了式/離任式

【厚岸小学校】

8～17日：卒業おめでとう週間

【太田小学校】

1日：個人懇談

2・9・12・16・23日：ALT

5日：参観日/6年生を送る会

【真龍小学校】

1・3・8・10・15・17・22・24日：ALT

5日：出前授業（3年）

10日：中学校出前授業（6年）

16日：街頭指導

【太田中学校】

1・10・17・24日：ALT

3日：学力テスト（1・2年）

【真龍中学校】

2・5・9・12・19・23：ALT

11日：三送会

12日：同窓会入会式

17日：授業参観日

【翔洋高等学校】

1日：卒業式

3～5日：一般入学者選抜/生徒休業日

18日：救命講習（1年）

19日：救命講習（2年）

24日：修了式/離任式

【厚岸中学校】

5日：思春期講座（1年）

8・11日：ALT

9日：思春期講座（2年）

10日：思春期講座（3年）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

あいさつで、みんなが安心して生活できる地域をつくりましょう。

 小 学 校 中 学 校 高 等 学 校 

外  出  時  間 ○午後５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 ○交通ルールや学校の指導を守り、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 

ゲームコーナー 

カラオケボックス 

○保護者同伴に限ります。 
○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。 
遊 び 

○路上では遊ばないこと。（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。 

夜  間  外  出 ○保護者同伴に限ります。 

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。 

○学校に届け出て、許可を得

てから行うこと。 

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 番）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 などのゲーム機を含めた情報端末機器の利用は、保護者が使い方 

のルールを決め、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。 

○喫煙・飲酒・薬物の乱用など法に触れる行為は絶対にしないこと。 

 

令和２年度末

厚 岸 町 小 中 高 児 童 生 徒 指 導 連 絡 協 議 会

≪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ご指導ください。特に喫煙・飲酒・薬物乱用は絶対にさせないでください。

■ 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

－４－

春休みがはじまると、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！

特に朝ごはんは、午前中の活動の

源となる大切な食事です。

早 寝

早 起 き

朝 ご は ん


