
厚岸警察署より採用試験について情報提供！

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

【日 時】 8月3日（火） 10：00～12：00

【場 所】 真龍小学校 体育館

【内 容】 ・学習会（防災講座）

講師：危機対策室危機対策係

・椅子を使ったリズム体操

【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

楽しく学ぶが

モットーです♪

一緒に学んで

みませんか?

生涯学習係では、年間を通して様々な事業を実施しています。体験講座の源は町民の皆様の

「やってみたい」、「学んでみたい」という気持ちです。

皆様の声をヒントに色々な講座を展開していきたいなと思いますので、「○○を習いたい」、

「△△を試してみたい」等の声、お待ちしています！

厚岸町の生涯学習を、一緒に、盛り上げましょう！

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

早 寝

早 起 き

朝 ご は ん

7月と8月は「早寝早起き朝ごはん」運

動の啓発強化期間です。夏休み期間は気

が緩みがちですが、規則正しい生活を心

がけましょう。

【日 時】 8月28日（土）
10：00～11：00

【場 所】 真龍小学校 ２階 図工室

【内 容】 苔を使ったテラリウムづくりの体験講座です。

【対 象】 高校生以上の方

【申 込】 8月13日（金）まで ※先着6人

【受講料】 1,500円（材料費の一部として）

テラリウムとは…？

植物などをガラス容器

などで栽培する園芸スタ

イルのひとつです。



【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－

【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】 8月6日（金） 19：00～19：30

【内 容】 「夏の星座と七夕物語」

七夕メッセージ「星に願いを」

先月号のLL TIMESでも募集した町民の皆様から

の七夕メッセージを紹介します！

【日 時】 8月27日（金） 19：00～19：30

【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

【期 間】 ～8月29日（日）まで
【場 所】 海事記念館 1階 ホール

【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

【５日(木)・１９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

【１９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

【６日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【１２日（木）・２６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

【２６日（木）】

あっけし保育所 13:40～14:05

【２７日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【１１日（水）・２５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

【６日(金)・２７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

【４日(水)・１８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 (８月)

～ 館内クイズ（厚岸の自然）～

【期間】 ～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！

～ 夏休み映画会～

【期間】 8月4日（水）10：15～11：59

【内容】 「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 ※募集は終了しました。

【内容】 くじらくんぬりえコンクールの発表です。

海事記念館へ入館されるときは、マスクの着用をお願いいたします。

【日 時】 8月14日（土）・28日（土）
10：30～11：00

【場 所】 厚岸情報館 おはなしの部屋

【内 容】 いつもと同じ

【対 象】 幼児から大人まで

【日 時】 ・8月13日（金） 19：00～20：22

・8月14日（土） 13：30～14：52

【場 所】 厚岸情報館 視聴覚室

【内 容】 「潮騒」

【対 象】 大人の方

【場 所】 厚岸情報館 視聴覚室

【対 象】 幼児から大人まで

【日 時】 8月7日（土） 13:30～14:30

【内 容】 「おしりたんてい⑫～ププッ

かいとうUたいかいとうU！?～」

【日 時】 8月21日（土） 13:30～14:59

【内 容】 「劇場版ダーウィンが来た！

～アフリカ新伝説～」



８月の「遊びのひろば」はお休みです。

【日 時】 8月6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】 8月4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】 8月27日 （金） 10：30～

【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】

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

【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

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

－３－

【日 時】 8月29日（日） 9：30～12：00

【場 所】 B&G海洋センター艇庫

【内 容】 カナディアンカヌーを使って陸上での基礎練習と厚岸湖での実技を行います。

【対 象】 小学4年生以上の方

【申 込】 8月27日（金）まで ※先着15人

【持ち物】 長袖・長ズボン（防寒になるもの）、ぬれても良い靴、バスタオル、フェイスタオル、着替え一式

【日 時】 8月20日～9月10日毎週金曜日

19：00～20：00

【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】 8月12日（木）～19日（木）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）

【問合せ】 温水プール（52-6631)

【日 時】 8月26日（木）～9月16日（木） 毎週木曜日

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

【参加料】 1回110円（施設使用料）

【申 込】 8月18日（水）～25日（水）まで ※各班先着10人

【問合せ】 温水プール（52-6631)

【日 時】 8月26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】 8月20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

９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

【日 時】 8月30日（月） 10：00～11：00

【場 所】 厚岸カトリック幼稚園

【内 容】 絵の具あそびで手形や足形にチャレンジ

しましょう！

【対 象】 2歳から満3歳の未就園児親子

【申 込】 ～8月27日（金） 12：00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・着替えまたは

スモック・手足を拭くタオルです。

【問合せ】 厚岸カトリック幼稚園（52-2057）

【日 時】 9月8日（水）～29日（水） 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】 来年度就学予定の町内幼児（年長）

【参加料】 無料

【申 込】 温水プール（52-6631）

8月31（火）～

9月7日（火）まで

消費生活講演会

【日 時】 8月21日（土） 13：00～14：30 (12：30開場）

【場 所】 生活改善センター大ホール

【内 容】 落語家の「林家木久蔵」が落語を交えながら詐欺や悪徳商法の手口を面白おかしくお話しします。

【対 象】 どなたでも（要事前申込） ※先着50人程度

【問合せ】 観光商工課（52－3131）

【日 時】 8月22日（日） 14：00開演 （13:30開場)

【場 所】 真龍小学校 体育館

【内 容】 バリトン：岡元敦司 ピアノ：林田京美 ゲスト：

森脇智亮、林田ピアノ教室生徒のみなさん

安心・楽しい・気軽なコンサートです！

オペラ歌手の仕事やイタリアのお話など

も聞けます。（入場無料）

【対 象】 5歳以上の方（事前申込可） ※先着150人

【問合せ】 プリティ・ピアノ会（52-7810/090-5226-3115)

【日 時】 9月18日（土）～20日（月） 2泊3日

【場 所】 霧多布湿原、ネイパル厚岸

【内 容】 仲間づくり活動、釣り体験、湿原散策、

グループワーク、グループ発表など

【対 象】 参 加 者：小学3年生～小学6年生

ボランティア：中学生、高校生

【申 込】 参 加 者：8月18日（水）～27日（金）まで

ボランティア：申込は終了しました。

【問合せ】 生涯学習係（67-7700）

※詳細はお問い合わせください。

３町（釧路町・厚岸町・浜中町）合同宿泊研修

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【各小中学校】※真龍小を除く

11～13日：学校閉庁日

18日：2学期始業式

【各中学校】

27日：学力テスト

【厚岸中学校】

19・20・24・25日：水泳

19・23・26日：ALT

19・31日：歩き登校日

【太田小学校】

20日：避難訓練

20・24・27・31日：ALT

26・27夏休み体験発表会

31日：体力測定協議会

【真龍小学校】

10～13日：学校閉庁日

18日：前期第2ステージ開始

18・23・25・30日：ALT

19～31日：夏休み作品展

30日～基礎学力テスト

【厚岸小学校】

20～27日：夏休み作品展

26・27日：参観日

28日：土曜授業

【太田中学校】

2～6日：レベルアップタイム

18・25日：ALT

【真龍中学校】

20・24・27・31日：ALT

【翔洋高等学校】

4日：潜水士試験/ボイラー技士試験

10～13日：学校閉庁日

15日：開寮

18日：全校集会

～17日：夏期休業

23日：文化芸術事業（コンサート）

31日：前期期末考査

－４－


