
生涯学習係からのおしらせ
LIFELONG LEARNING
INFORMATION

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

【日 時】 4月15日（木）・22日（木）
10：00～11：30

※新型コロナウイルス感染症対策のため、

2回に分けて開催します。

【場 所】 厚岸情報館 ２階

【内 容】 始業式及び学習会

情報館司書によるブックトーク

「情報館を学ぼう！遊ぼう！」

【対 象】 概ね65歳以上の町民

【申 込】 随時入学可能です。

まずはお問い合わせください。

【日 時】 4月17日（土） ①13：00～ ②15：00～

【場 所】 真龍小学校 家庭科室

【内 容】 カラフルで美しいゼリーを作りませんか？

専用の道具を使って、透明なゼリーの中

にお花を咲かせていきます。

※牛乳を使います。

【対 象】 どなたでも

【申 込】 4月13日（火）まで

※各部先着8人

【その他】 保冷バック・保冷剤

をお持ちください。

｢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。講座の申込や開設は生涯学習係（67-7700）まで

お気軽にご連絡ください！

【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 蓮の花

・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

○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 Sweet♥Box

毎月第１～３金曜日(月３回)

・キッズ＆ビギナークラス 19：00～20：00

・大人＆中級クラス 20：00～21：15

○エコクラフトバンド

毎月第２金曜日(月１回) 18：30～21：30

※初めての方は体験講座（無料）を受講できます。

（定員が埋まっている講座もあります）

ビ バ

令和３年度が始まりました！

昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、思

うように活動できない日々が続きました・・・。今年度

もまだ影響はありますが、スタッフ一同、講座や事業な

どで皆さまの学習機会をできる限りたくさん提供してい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします！

町民の皆さまからの「□□してみたい！習ってみた

い！！」「自分の周りに○○を教えられる人がいる

よ！」などの声、お待ちしています。

また、町民が参加できるイベントなどを生涯学習情報

紙に載することもできます。

こちらまでお気軽にご連絡ください！

電 話 67-7700

FAX 67-7701

mail k-gakusyu@akkeshi-town.jp

生涯学習係

Facebook

はこちら

←



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－

【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】 4月3日（土） 13:30～15:00
【内 容】 『シュレック』

【日 時】 4月17日（土） 13:30～14:01
【内 容】 『ぴったんこ！！ねこざかな⑦』

【内 容】 平日 ・14：30～ 全天周番組 ※

・15：30～ 「春の星空の道しるべ『北斗七星』」

「わくわく！惑星オリンピック」

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～ 全天周番組 ※

・15：30～ 「春の星空の道しるべ『北斗七星』」

「わくわく！惑星オリンピック」

※一般向け「ユニバース～宇宙へ～」または、幼児向け

「手ぶくろを買いに」を投影します。（タイトルは予定）

【日 時】 4月9日（金） 19：00～20：36

4月10日（土） 13：30～15：06
【場 所】 厚岸情報館 ２階 視聴覚室

【内 容】 『青い山脈』

【対 象】 一般

【日 時】 4月10日（土）・4月24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！

パネル巡回展『潜水調査船がみた深海生物』

【期間】 4月24日（土）～5月23日（日）
【場所】 海事記念館 １階 ホール

【内容】 JAMSTECの潜水調査船が深海で遭遇したさまざまな

深海生物の写真を展示します。

【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

【８日(木)・２２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

さくら幼稚園 14:15～14:40

真龍中学校 15:30～15:45

【２２日（木）】

しんりゅう保育所 13:35～14:05

カトリック幼稚園 14:55～15:15

【９日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【１５日（木）・３０日（金）】

厚岸小学校 13:10～13:30

ネイパル厚岸 14:20～14:40

床潭郵便局 15:00～15:20

厚岸中学校 15:40～15:55

【30日（金）】

厚岸保育所 13:40～14:05

【２３日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【１４日（水）・２８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(金)・２３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

【７日(水)・２１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 (4月)

春の分館工作会

【日 時】 4月29日（木・祝）13：30～15：00
【場 所】 厚岸情報館分館

【内 容】 ラップのしんやケント紙などを使い、ハイジャンプを

作ります。

【定 員】 受付先着１５人

【参加料】 参加無料

プラネタリウム・アイヌ民族の神話にまつわる

全天周番組が完成しました！

【日 時】 4月14日（水） 19：00～19：40
【内 容】 「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）」

【日 時】 4月21日（水） 18：00～18：40
【内 容】 「手ぶくろを買いに」

【日 時】 4月21日（水） 19：00～19：40
【内 容】 「ユニバース～宇宙へ～」

【日 時】 4月28日（水） 19：00～19：40
【内 容】 「『カムィからの教え』

～漁を伝える曳き網の星～」

※中学生以下は保護者同伴です。



【日 時】 4月2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

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】 4月14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】 4月30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】 4月21日 （水） １０：３０～
【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 ふれあい遊び

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 4月16日（金）

スポーツ課からのおしらせ
SPORTS
INFORMATION

【問合せ・申込み先】

温水プール ℡５２－６６３１

【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

－３－

【日 時】 4月16日～5月14日毎週金曜日

16：00～17：00 （4月30日を除く）

【場 所】 温水プール

【内 容】 初歩的なクロール・背泳ぎを指導します。

【対 象】 町内の小学３・４年生

【申 込】 4月8日（木）～15日（木）まで ※先着１０人

【参加料】 1回110円（施設使用料）

【日 時】 4月21日～5月19日毎週水曜日

16：00～16：45 （5月5日を除く）

【場 所】 温水プール

【内 容】 水慣れ遊び、泳ぎの基礎を指導します。

【対 象】 町内の小学2年生

【申 込】 4月13日（火）～20日（火）まで ※先着１０人

【参加料】 1回110円（施設使用料）

【日 時】 4月15日～5月20日毎週木曜日

19：00～20：00 （4月29日、5月6日を除く）

【場 所】 温水プール

【内 容】 初歩的なクロール・背泳ぎなどを指導します。

【対 象】 町内の高校生以上の人

【申 込】 4月7日（水）～14日（水）まで ※先着１０人

【参加料】 高校生 1回220円（施設使用料）

一 般 1回330円（施設使用料）

【日 時】 4月15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】 4月23日 （金）

※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。



ふわふわのかるい粘土

がオススメ！

100均で入手できます♪

進級、進学に合わせてお子さんにスマートフォンを買うご家庭も多いかと思います。連絡手段としてだけではなく、

写真撮影や調べ物にも使える便利な道具ですが、危険も数多くあります。

以前から利用している方も、この機会に設定を見直してみてはいかがでしょうか。

フィルタリング

平成29年6月の法改正により18歳未満のフィ

ルタリングが義務化されました。

「子どもが使いたいアプリが使えない」という

場合には、フィルタリングを外さなくても必要な

サービスやアプリを個別に利用許可することがで

きます。

また、パスワードは誕生日など子どもが想像し

やすいものは避けましょう。

ゲーム課金

ゲームには競争心をあおる演出を含むものがあ

り、１つ１つは低額でも何度も繰り返しているう

ちに高額になっている場合があります。未成年者

の高額課金も多く、9歳以下が10万円以上の課金

をしていた事例もあります。

プリペイドカードでの支払いやゲーム小遣い帳

など使ったお金を見える化して使いすぎ防止の工

夫をしましょう。

４月から環境が変わり、

新生活がはじまります！

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

◎令和3年度こどもクラブ会員 ◇申込・問合せ先 海事記念館（52-4040）

みんなでいろいろな工作や科学実験・体験活動を通して楽しみながらメンバーと交流を深めましょう！

活動内容はカヌー体験や土器づくり、化学実験教室などを予定しています。

【対 象】町内の小学４～６年生

【募集期間】4月22日（木）まで

◎厚岸ジュニアスイミングクラブ ◇申込・問合せ先 スポーツ課 温水プール（52-6631）

サークル活動的な水泳練習や競泳四泳法の泳法技術などを指導します。

【対 象】町内の小中学生でクロールで10m、または呼吸しながら25m以上泳げる人

【募集期間】4月1日（木）より随時

【参 加 料】2,200円（施設使用料）・800円（保険加入料）※振込手数料が別途必要です。

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【各小中学校】

6日：始業式/入学式

【厚岸小学校】

13日：交通安全教室

24日：土曜授業/PTA総会/懇談会

【太田小学校】

6日：進級記念作品展

13・20・23・27日ほか：ALT

17日：土曜授業/参観日/学級懇談

27日：1年生を迎える会

30日：交通安全教室

【真龍小学校】

15日：交通安全教室

17日：土曜授業/参観日

19日～：保護者面談

30日：1年生を迎える会

【太田中学校】

9・21日：ALT

13日：1年生を迎える会

14日：学力テスト

24日：土曜授業/参観日

26・27・30日：家庭訪問/面談

28日：生徒総会

【真龍中学校】

7日：新入生オリエンテーション

9日：全校集会

14日：学力テスト

17日：土曜授業/授業参観日

22日～：二者面談/三者面談

23日：前期生徒総会

【翔洋高等学校】

8日：着任式/始業式/入学式/入舎式

9日：進路ガイダンス（3年）

13日～：長期乗船実習出港/出港壮行式

14～27日：校外実習

23日：前期生徒総会

【厚岸中学校】

9日：学力テスト

17日：土曜授業/授業参観・懇談

20日～：家庭訪問/二者面談/三者面談

23日：生徒総会

－４－


