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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

今年度は新型コロナウイルス

感染症対策のため、

作文審査を行いました。

最優秀賞

「いじめのない未来へ」 真龍中学校３年 伊藤琉希

優秀賞

「ぱれっと」 厚岸中学校３年 溝畑志歩

「思いやりの心」 真龍中学校３年 稲葉善太

｢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。

（定員が埋まっている講座もあります）

《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

○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

ビ バ

巨大地震発生時における適切な避難行動を促し、町民

一人ひとりの防災に対する意識の高揚を図るために広く

防災標語を募集します。

【締 切】 7月16日（金）まで

【テ ー マ】 地震、津波、避難行動など広く

防災に関すること。

【方 法】 応募用紙、又は任意の用紙に標語、住所

氏名、年齢、電話番号を明記のうえ、応募

場所にある応募箱に投函してください。

【応募場所】 役場一階町民ホール、情報館

湖南地区出張所
【そ の 他】 入賞者には賞状及び

副賞を贈呈します。

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！

『あっけし生涯学習情報紙 LL TIMES』

への記事掲載

町民が参加できるものであれば各種団体・サークル

など行政・民間問わず掲載できます！

(掲載例：団体のコンサート･作品展示会･

フリーマーケットなど)

お気軽にお問い合わせ下さい。

（生涯学習係 ℡ 0153-67-7700 ）



【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】 7月16日（金） 19：00～19：35

【内 容】 「夏の夜空と天の川～はやぶさ物語～」

【日 時】 7月21日（水） 19：00～19：30

【内 容】 「手ぶくろを買いに」

※中学生以下は保護者同伴です

【期 間】 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

【期間】 7月31日（土）～8月29日（日）まで

【内容】 幕末に根室や国後などをおさめ、近代に入って

も各地の開発に貢献した場所請負人・藤野喜

兵衛の足跡について関係市町が作成したパネ

ルを展示します。

パネル巡回展

プラネタリウムの投映が増えます！
夏休み期間中は、平日も土日祝と同様に投影します。

番組表は先月発行のLL TIMES 6月号をご覧ください。

【期 間】7月22日（木）～8月17日（火）まで

～七夕メッセージ募集中！

【応募方法】 メッセージは50文字以内で、ペンネームを記載

し、応募先へ提出してください。

【応募締切】 7月30日（金）まで

【投影日時】 8月6日（金）

【応 募 先】 海事記念館（窓口・郵送）

FAX：52-4040

ﾒｰﾙ：k-kaiji@akkeshi-town.jp

【１５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

しんりゅう保育所 13:35～14:05

さくら幼稚園 14:15～14:40

カトリック幼稚園 14:55～15:15

真龍中学校 15:30～15:45

【１６日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【８日（木）・２０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

【２０日（木）】

厚岸保育所 13:40～14:05

【３０日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【７日（水）・２１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

【１６日(金)・３０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

【１４日(水)・２８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 (7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

【場所】 厚岸情報館 視聴覚室

【日時】 7月3日（土） 13:30～14:30

【内容】 「おしりたんてい⑪～ププッ

ワナだらけのジャングル～」

【日時】 7月17日（土） 13:30～14:56

【内容】 「恐竜超伝説

～劇場版ダーウィンが来た！～」

【日時】 ・7月9日（金）19：00～20：33

・7月10日（土） 13：30～15：03

【場所】 厚岸情報館 視聴覚室

【内容】 「荒野のガンマン」

※今年の本の森フェスティバルは中止します。

【日時】 7月10日（土）・24日（土）

10：30～11：00

【場所】 厚岸情報館 おはなしの部屋

～ 第2弾！くじらくん水族館オープン～
【期間】 7月27日（火）から飾ります。

【内容】 みなさんが“くじらくんお魚工作キット”（配布中）で作ったお魚をカウ

ンターの水族館に放流します。

～ 館内クイズ（厚岸の自然）～
【期間】 7月27日（火）～8月11日（水）まで

【内容】 厚岸の自然に関するクイズに挑戦！ヒントになる本の展示もしてい

ます。プレゼントあり！

～ おはなし会と工作会～

【期間】 ①7月28日（水） ②7月31日（土） 両日10：15～12：00

【内容】 おはなし会と ①折り紙でリース作り ②紙コップで的当てゲーム

～ 夏休み映画会～

【期間】 ①7月29日（木）10：15～11：38 ②8月4日（水）10：15～11：59

【内容】 ①「トムとジェリーの大冒険」 ②「ジュマンジ」

～ くじらくんぬりえコンクール～
【期間】 8月5日（木）～18日（水）まで ※募集期間 8月1日（日）まで

【内容】参加賞・くじらくん賞など記念品がもらえます！

「思いやりの心」



【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】 7月15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】 7月30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

－３－

【日 時】 7月9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

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】 7月7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】 7月16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】 7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】 たなばた遊び

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 7月14日（水）まで

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください
８月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター

厚岸臨海実験所共催事業

【日 時】 8月7日（土） 8：00～12：00  ※悪天候の場合は中止します。

【場 所】 海事記念館へ集合

【内 容】 国指定天然記念物大黒島海鳥繁殖地での観察会を通してゼニガタアザラシやオオセグロカモメなど、

野生動物に対する知識を深め、天然記念物の保護保存の重要性について学びましょう！

【対 象】 町内の小学４年生以上の方

【申 込】 7月20日（火）～30日（金）まで ※先着10人

【参加料】 200円（保険料として） 【問合せ】 海事記念館（52-4040）

早 寝

早 起 き

朝 ご は ん

夏休みがはじまり、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！

テレビやゲーム、スマホなどにブルーライトという青くて強い光が多く含まれているものもあります。

これらの光には夜に浴びると睡眠を促すホルモンが出にくくなる効果があります。そのため、眠れなくなったり、

朝起きるのがつらくなったりします。

夜はスマホやゲームを控えて、ぐっすり眠りましょう！

参考：早寝早起き朝ごはんで輝く君の未来（文部科学省発行）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－４－

≪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、特に喫煙・飲酒・薬物乱用は絶対にさせないようご指導願います。

■ 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。

小 学 校 中 学 校 高 等 学 校

外出時間 ○午後 ６ 時までです。 ○午後 ７ 時までです。 ○午後 ９ 時までです。

夜間外出 ○保護者同伴以外は禁止です。

飲食店等 ○保護者同伴に限ります。
○18歳未満出入り禁止の場

所、酒類提供店は禁止

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。

ゲームセンター

ゲームコーナー

カラオケボックス
○保護者同伴以外は禁止です。

○風適法と外出時間を

遵守すること。

花火 ○必ず保護者が同伴して行いましょう。 ○市町村の条例を守ること。

魚釣り ○安全のためライフジャケットを必ず着用し、各学校のきまりをしっかりと守りましょう。

キャンプ・山登り
○保護者・教師の引率が

ない場合は禁止です。

○保護者、又は保護者に準ず

る成人の引率がない場合は禁

止です。学校に届けを出しま

しょう。

○保護者等が同伴すること。

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、

学校所定の届けを出しま

しょう。

○必ず学校の許可を得る

こと。１９時まで

交通安全 ○交通ルールや各学校の指導を必ず守り、事故をおこしたり、あわないようにしましょう。

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）に通報し、

その後、学校に連絡してください。

水泳
○プールでは施設のきまりを守り、他人に迷惑をかけないようにしましょう。

○プール以外での遊泳は絶対にしないこと。

その他

○お盆、お祭り等の特別日の夜間外出については、学校の指示をきちんと守りましょう。

○インターネットの利用は、保護者が使い方のルールを決め、正しく使用しましょう。

○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、薬物乱用は絶対にしないこと。

【問合せ】 厚岸町小中高児童生徒指導連絡協議会（事務局：厚岸小学校） TEL 52-3016

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【各小中学校】

21日：1学期終業式

【真龍中学校】

2日：クリーン厚岸

2・6・13・16・20日：ALT

8・9日：宿泊研修（2年）

9日：遠足（1年）

9・13・14日：授業参観日

【厚岸中学校】

1・8・15日：ALT

7・20日：歩き登校日

16日：第64回体育大会

【太田小学校】

1・6・9・13・16・20日：ALT

1日：参観日

2日：遠足

6・13日：水泳教室

12日：門静浄水場見学（4年）

15・16日：個人懇談

20日：大掃除

26・27日：夏休み学習サポート

【真龍小学校】

1日：社会見学（2年）

5・7・12・14・19・21日：ALT

8・9日：修学旅行

13日：地引網体験（3年）

16日：遠足

19日：社会見学（4年）

21日：交通安全指導日

【厚岸小学校】

2日：遠足

8・12・15・20日：社会見学（4年）

14・15日：学級懇談会

【太田中学校】

2日：参観日/懇談会

7・14日：水泳学習

7・14・19日：ALT

8日：社会見学（3年）

8・9日：宿泊研修（1・2年）

27～30日：レベルアップタイム

【翔洋高等学校】

13日：地引網

15・16日：第13回翔洋祭

28日～：夏期休業

30日：閉寮

参考：早寝早起き朝ごはんで輝く君の未来（文部科学省発行）


