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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

入学・進級をきっかけに家庭で意識したい７つのポイント

➀子どもの「心の居場所」をつくりましょう！

～認めて伸ばす～

②毎日の健康観察を大切にしましょう！

～ふれあいながら子どもの様子に気を配る～

③「早寝早起き朝ごはん」で生活リズムを整えましょう！

～朝食と睡眠は心と体の栄養素～

④メディアに触れる時間を見直しましょう！

～一緒に作るルールが有効～

詳細はこちら

困ったときの相談窓口も

載っています。

※北海道教育委員会発行 「保護者の皆様へ」より抜粋

⑤低学年から家庭学習の習慣を身に付けさせましょう！

～学年×10分＋10分が目安～

⑥「家読」で感性を育てましょう！

～まずは1日10分以上～

⑦様々な体験の機会をつくりましょう！

～心の成長には豊かな体験が不可欠～

家庭はすべての教育の出発点です。

「いつもの習慣」を見直す

きっかけにしませんか?

「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！！

生きがい大学の学生に

なりませんか？

月１回程度の学習会で、生活

に役立つ知識を習得！

さらに、町外研修や調理実習

など盛りだくさん！

しく学ぼう！！

【日 時】 5月27日（木）・6月4日（金）・10日（木）
10：00～12：50

※新型コロナウイルス感染症対策のため、

3回に分けて開催します。

【場 所】 真龍小学校 ２階 会議室

送迎あります。

【内 容】 ・学習会（防災講座）

講師：危機対策室危機対策係

・クラブ活動（福祉スポーツ）

講師：デイサービスセンタ-あやめ

長尾 翔太 氏

・給食

【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。

【持ち物】 汗ふきタオル・運動靴・動きやすい服装

給食代

開催しました！
4月17日(土)、真龍小学校で「フラワーゼリーづく

り体験講座」を開催しました！

透明なゼリーの中に専用の道具を使って花を咲かせ

ます。とてもきれいで皆さん「食べるのがもったいな

い」と話していました！今回はご家族での参加も多く、

賑やかでとっても楽しい時間となりました。

【日 時】 5月29日（土） 10：30～
【場 所】 厚岸情報館 2階 会議室

【内 容】 町内各中学校の代表生徒による弁論大会

【その他】 新型コロナウイルス感染症まん

延防止のため、入場者は引率

および発表者の親族のみとして

います。



【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－

【１３日(木)・２７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

【２７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

【１４日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【２０日（木）】

厚岸小学校 13:10～13:30

厚岸保育所 13:40～14:05

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

【２８日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【１９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

【１４日(金)・２８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

【１２日(水)・２６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 (５月)

パネル巡回展

『潜水調査船がみた深海生物』

開催中！ ～5月23日（日）まで
【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

【日 時】 5月26日（水） 18：30～
【場 所】 海事記念館 プラネタリウム室・町民広場

【内 容】 18：30～：皆既月食の説明

19：00～：天体観測

悪天候の場合はプラネタリウム番組を上映します。

【その他】 中学生以下は保護者同伴です。

【日 時】 5月14日（金） 18：00～18：30
【内 容】 「いのちの女神『おとめ座』」

【日 時】 5月21日（金） 19：00～19：40
【内 容】 「カムィからの教え～漁を伝える曳き網の星～」

全天周の海事記念館のオリジナル番組が完成しました。

※中学生以下は保護者同伴です

【日 時】 5月13日～7月1日 毎週木曜日

18：30～20：30（全8回）

【場 所】 厚岸情報館 コンピュータ実習室

【内 容】 トラブル対策や快適に使いこなす技を

お教えします。

講師：Ｔ・Ｍパソコン教室 今井敏明 氏

【対 象】 文字入力、マウスの操作ができ、

エクセルを操作したことがある方

【申 込】 5月9日（日）まで （定員4人）

【受講料】 4,000円（別途テキスト代がかかります）

【期間】 5月1（土）～23日（日）
5月6・10・11・17日は休館日

10：00～18：00 （木・金は10：00～21：00)

【場所】 厚岸情報館 ２階 会議室

【内容】 厚岸フォトコンテストの入賞作品を展示します。

【日 時】 5月7日（金） 18：30～20：28

5月8日（土） 13：30～15：28
【場 所】 厚岸情報館 ２階 視聴覚室

【内 容】 『ジュディ～虹の彼方に～』

【対 象】 大人の方

情報館のイベントに

参加されるときは、

マスクの着用を

お願いいたします。

【日 時】 5月8日（土）・22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

【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】 5月1日（土） 13:30～15:11
【内 容】 『コララインとボタンの魔女』

【日 時】 5月15日（土） 13:30～14:50
【内 容】 『おしりたんてい⑩

ププッ おしりたんていがふたりいる！？』

火・木・土
14：30 ユニバース～宇宙へ～

15：30 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

水・金・日・祝
14：30 手ぶくろを買いに （幼児向け）

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

11：00 いのちの女神「おとめ座」

13：30 カムィからの教え～漁を伝える曳き網の星～



【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

保健師、栄養士への相談、身長・体重計測が

できます！

【日 時】 5月7日 （金） １０：３０～１１：００

【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】 5月21日（金）１0：30～
【場 所】 あみか２１

【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】 5月12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】 5月26日 （水） １０：３０～

【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 手形とり

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 ５月１８日（火）まで

スポーツ課からのおしらせ
SPORTS
INFORMATION

【問合せ・申込み先】

各施設へご連絡ください

【日 時】 5月28日～6月18日 毎週金曜日

19：00～20：00（全４回）

【場 所】 温水プール

【内 容】 クロール・背泳ぎを指導します。

【対 象】 町内の高校生以上の方

【申 込】 5月20日（木）～27日（木）まで

※先着10人

【参加料】 高校生１回220円、一般１回330円

（施設使用料）

【問合せ】 温水プール（52-6631）

【日 時】 5月30日（日） 9：00～12：00
【場 所】 宮園公園パークゴルフ場

【内 容】 ・パークゴルフのルール・マナー・技術

・実践プレー

講師：厚岸パークゴルフ協会

【対 象】 町内のこれからパークゴルフを始めたい方

【申 込】 ～5月28日（金）まで ※先着20人

【その他】 動きやすい服装・運動靴でご参加ください。

小雨決行です。

【問合せ】 スポーツ課（52-7785）

※B&G海洋センター内

【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】 5月13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】 対象の方へは個別に案内を

送付しています。

【日 時】 5月28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。



問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください
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
6月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

【日 時】 6月6日（日） 9：00～
【場 所】 宮園公園野球広場

【内 容】 町技のソフトボールを通じ広くスポーツに対する

理解と関心を深め町民の健康増進を図ります。

【対 象】 中学生以上の町民または町内勤務者

【申 込】 ～5月19日（水） 17：00まで

【その他】 監督会議 5月27日（木）18：00～

【問合せ】 スポーツ課（52-7785）

※B&G海洋センター内

【日 時】 6月28日（月） 10：00～11：00
【場 所】 厚岸カトリック幼稚園

【内 容】 七夕の制作体験を行います。

【対 象】 2歳から満3歳の未就園児親子

【申 込】 ～6月25日（金）まで

【その他】 動きやすい服装でお越しください。

持ち物は上靴・飲み物です。

【問合せ】 厚岸カトリック幼稚園（52-2057）

【日 時】 5月24日（月） 10：00～11：00
【場 所】 厚岸カトリック幼稚園

【内 容】 砂場あそびや遊具あそびなどの外遊びを行います。

【対 象】 2歳から満3歳の未就園児親子

【申 込】 ～5月21日（金）まで

【その他】 動きやすい服装でお越しください。持ち物は着替え・帽子・上靴・飲み物です。

【問合せ】 厚岸カトリック幼稚園（52-2057）

【期 間】 5月1日（土）～30日（日） 9：30～15：30
※月曜日及び祝日の翌日を除く

【場 所】 木工センター

【内 容】 普段の生活に便利な小物を作ることができます！

（「スリッパ立て」または「マスクスタンド」からお選びください。）

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。

【材料費】 １作品分まで無料 ※使用料は自己負担です。

【問合せ】 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。

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【各小中学校】

27日：全国学力状況調査

【真龍小学校】

10・12・17・19・24・26・31日：ALT

14日：租税教室（6年）

【太田小学校】

6・10日：個人懇談

7・11・14・18・21・25・28日：ALT

20日：クリーン作戦

24～26日：畑苗植え

【太田中学校】

10日：開校記念日

12・19・26日：ALT

20日：クリーン作戦

25・26日：春の三者面談

28日：第1回英検

【真龍中学校】

6・7日：二者面談/三者面談

7日：二者面談

7・11・14・25日：ALT

18～21日：修学旅行

19日：交通安全教室（1・2年）

21日：薬物乱用防止教室（2年）

27日：強歩遠足（1年）

28日：開校記念日

【厚岸小学校】

11日：1年生を迎える会

17～21日：個人面談

25日：開校記念日

28日：遠足

【翔洋高等学校】

10日：長期乗船実習下船日（3年）

12日：交通安全教室（1・2年）

14日：高体連・高文連・高野連壮行式

28日：英検

【厚岸中学校】

6・10・20・27日：ALT

11～14日：修学旅行（3年）

11日：強歩遠足（1年）

27日：開校記念日/社会見学（1年）

28日：振替休業

－４－


