
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

◆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

（消毒用品は全てこちらで用意しています）

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・視聴覚室・作法室

図工室・焼窯室・音楽室

会議室・家庭科室

多目的ホール

LL TIMES5月号に掲載していました5月・

6月の学習会は新型コロナウイルス感染

症感染拡大防止のため、

中止します。

感染状況が落ち着き次第の

再開を予定していますので、

それまでお元気でお待ちください！

生涯学習課Facebook

自宅で楽しく工作や手芸などをしてみませんか？

生涯学習課Facebookでは、昨年度おうちで簡単

にできる工作などのやり方を配信していました。

外出自粛が続いている今、昨年つくれなかった物

に再挑戦してみてはいかがでしょうか……？

興味がある方は2020年5月1日から6月26日の

投稿をご覧ください！！

※QRコードを読み込んでいただくと

生涯学習課Facebookへ移動します！

「いいね」や「シェア」

大歓迎です！



【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－

【期 間】 6月19日（土）～7月18日（日）まで

【内 容】 宮川佳治さんが撮り溜めた貴重な写真に学芸

員の歴史解説を添えて展示します。

町民ギャラリー

【日 時】 6月11日（金） 19：00～19：40

【内 容】 「夏の夜空と天の川」、「はやぶさ物語」

【日 時】 6月18日（金） 19：00～19：40

【内 容】 「ユニバース～宇宙へ～」

※中学生以下は保護者同伴です

【火・木・土】

14：30 ユニバース～宇宙へ～

15：30 夏の夜空と天の川

アイヌ民族星ものがたり・夏

【水・金・日・祝】
14：30 手ぶくろを買いに （幼児向け）

15：30 夏の夜空と天の川、はやぶさ物語

【土・日・祝】
11：00 夏の星座と七夕物語 （低学年・幼児向け）

13：30 カムィからの教え～漁を伝える曳き網の星～

【１０日(木)・２４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

【２４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

【１１日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【３日（木）・１７日（木）】

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

【１７日（木）】

厚岸保育所 13:40～14:05

【２５日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【２日（水）・１６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

【１１日(金)・２５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

【９日(水)・２３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 (6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

【期間】 6月5（土）～20日（日）

※6月7・14日は休館日です。

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】 町内在住の小倉利一氏が描いた、

厚岸の風景を題材にした作品など

全22点を展示します。

【日 時】 6月12日（土）、6月26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！

【場 所】 厚岸情報館 ２階 視聴覚室

【対 象】 幼児から大人まで（無料）

【日 時】 6月19日（土）13：30～14：20

【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

地球の段・はやぶさ２の段』

【日 時】 6月5日（土）13：30～15：02

【内 容】 『シュレック２』

日 時 内 容

6月12日(土) 13:30～14:33

6月11日(金) 19:00～20:03 東京パラリンピック

～愛と栄光の祭典～

【場 所】 厚岸情報館 ２階 視聴覚室 【対 象】 大人の方

春の子ども読書推進事業

【日 時】 6月26日（土）
【場 所】 厚岸情報館 ２階 会議室

【内 容】 ➀クイズ！はかってみよう本の重さ（13：30～14：00）

➁絵本読み聞かせたいそうおはなし会（14：05～14：30）

➂工作会：フリースローシューターを作ろう！

（14：40～15：40）

※定員15人（受付先着順）



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

【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

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

【日 時】 6月17日～7月8日 毎週木曜日

19：00～20：00（全４回）

【場 所】 温水プール

【内 容】 水の抵抗や浮力を利用した安全な有酸素

運動で水中をウォーキングします。

【対 象】 町内の高校生以上の方

【申 込】 6月9日（水）～16日（水）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】 6月16日 （水） １０：３０～

【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 避難訓練

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 ～6月10日（木）まで

【日 時】 6月9日～6月30日 毎週水曜日

Ａ班15：00～15：45

Ｂ班16：00～16：45 （各班全４回）

【場 所】 温水プール

【内 容】 水慣れ遊びのほか、キック・浮き方など泳ぎ

の基礎を指導します。

【対 象】 町内の小学１年生

【申 込】 ～6月8日（火）まで ※各班先着１０人

【参加料】 １回110円 （施設使用料）

【問合せ】 温水プール（52-6631）

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】 6月2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】 6月18日 （金） 10：30～

【場 所】 あみか２１

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【日 時】 6月10日 （木） 【場 所】 あみか２１

【内 容】 公認心理師・臨床心理士による発達検査及び

専門相談を行います。

【申 込】 早めに保健師まで相談・連絡をしてください。

オンライン講座

【日 時】 6月11日 （金） 13：30～15：00

【内 容】 「マタニティ・母のための心と体セルフケア講座」

【対 象】 妊婦さん、産後のお母さん

厚岸町B&G海洋クラブ員
【日 時】 毎週土曜日（6月～9月） 13：30～16：00

【場 所】 B&G海洋センター艇庫

【内 容】 カヌーやヨットの実技を行います。

【対 象】 町内の小学校4年生～高校生

【申 込】 スポーツ課 （52-7785）

【参加料】 無料

【日 時】 6月4日 （金） 10：30～11：00

【場 所】 あみか２１

【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

【日 時】 6月27日（日） 8：30～

【場 所】 宮園公園パークゴルフ場

【内 容】 36ホール・ストロークプレー

【対 象】 厚岸町民 【参加料】 1人700円

【申 込】 ～6月16日（木） 17：00まで

【問合せ】 スポーツ課 （52-7785）

【日 時】 6月25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。

－３－



問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください
７月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

【日 時】 7月2日～23日 毎週金曜日

Ａ班15：00～15：45

Ｂ班16：00～16：45

（各班全4回）

【場 所】 温水プール

【内 容】 水慣れ遊びのほか、キック・浮き方など

泳ぎの基礎を指導します。

【対 象】 来年度就学予定の町内幼児

【参加料】 無料

【申 込】 6月24日（木）～7月1日（木）まで

※各班先着10人

【問合せ】 温水プール（52-6631）

【日 時】 7月15日（木） 10：00～11：00

【場 所】 厚岸カトリック幼稚園

【内 容】 ふわふわボールづくりやリズム運動体験を行います。

【対 象】 2歳から満3歳の未就園児親子

【申 込】 ～7月14日（水）まで

【その他】 動きやすい服装でお越しください。持ち物は汗ふきタオル・上靴・飲み物です。

【問合せ】 厚岸カトリック幼稚園（52-2057）

6月もあります！
詳細は先月発行の

LL TIMES 5月号を

ご覧ください。

暖かくなり、自転車に乗る人も増えてきまし

たね。自転車に乗っていてヒヤリ、ハッとしたこ

とはありませんか？

自転車は乗っていると歩行者ではなく軽車両

です。そのため交通事故の加害者になること

も考えられます。

自転車に乗るときにはしっかりとマナーや交通

ルールを守りましょう。

自転車安全利用５原則

➀ 自転車は、車道が原則、歩道は例外

② 車道は左側を通行

③ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

④ 安全ルールを守る

○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

○夜間はライトを点灯

○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

⑤ 子どもはヘルメットを着用

※釧路市青少年育成センター発行 「育成センターだより」より抜粋

この紙面に記載している内容は、5月27日時点のものです。

新型コロナウイルス感染症の感染状況により予定が変更となる場合があります。

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【真龍小学校】

2・7・9・14・16・21・23・28・30日：ALT

19日：運動会

23日：広域連合見学（4年）

24・25・28日：参観日

25日：交通安全指導日

【太田中学校】

2・9・16・23・28日：ALT

8日：中体連壮行会

13日：運動会(観覧は事前申込者のみ）

14日：振替休業

29・30日：定期テスト

【太田小学校】

1・4・8・15・18・22・25・29日：ALT

3日：花壇苗植え

9日：運動会総練習

13日：小中合同運動会

14日：振替休業

29日：水泳教室

【厚岸中学校】

3・7・17・24日：ALT

8・24日：歩き登校日

8日：地引き網体験（１年）

9日：中体連壮行会

22・23日：期末テスト

29日:湖南地区クリーン作戦

【厚岸小学校】

16日：総練習

19日：土曜授業/厚小スポーツDAY

29日：湖南地区3校クリーン作戦

【真龍中学校】

1・8・11・18・22・25・29日：ALT

4日：強歩遠足（１年）

11日：中体連壮行会

【翔洋高等学校】

1～4日：前期中間考査

9日：１日防災学校

23～25日：企業実習（2年）

24日：非行防止教室（1年）

29日：３校クリーン大作戦

－４－


