
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】 9月8日（水）～12日（日）
（情報館開館時間）

【場 所】 情報館 ２階 会議室

【内 容】 釧根地区の絵手紙サークルの方々

が描いた絵手紙を展示します。

【日 時】 10月12日～12月7日 毎週火曜日 19：00～20：30 （※11月23日除く）

【場 所】 真龍小学校 ３階 視聴覚室

【内 容】 これから英語をはじめたい人向けの英会話教室です。合わせて、レッスン中の講師の通訳など受講者の

フォローを行うアシスタントを募集します。

○講師 厚岸町ALT2名 （愛称ｸﾘｽ、ﾘｰｽ）

【対 象】 受講者：中学生以上 （中学生は保護者の承諾が必要です。）

アシスタント：20歳以上で日常レベルの英会話が可能な方

【受講料】 無料

【申 込】 ～10月1日（金）まで ※受講者は先着15人 アシスタントは先着1人

令和３年度厚岸町民文化祭 中止のお知らせ
１０月、１１月に開催を予定していた厚岸町民文化祭ですが、

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、作品展示の部・芸能発表の部・社交ダンスの集い

全てを中止とさせていただきます。

２年連続の中止となってしまい、とても残念です。

安心して開催できるようになるまでもう少しお待ちください…！

『LL TIMES』は、厚岸町民が参加できるもの

であれば、団体・個人を問わず記事を掲載するこ

とができます！

詳細は生涯学習係（67-7700）まで

お問い合わせください。

『LL TIMES』への記事掲載について

【佳作】
「まだ来ない」 少しの油断が 命取り

あの日の記憶 地域の人と心を束ねて 受け継ぐ使命

準備しよう 日頃の備えが 身を守る

「大丈夫。」 それって本当に 大丈夫？

災害は いつかではなく 明日くる

まだ余裕 そのつぶやきが 命取り

その判断 一歩間違えれば 未来はない

今かくにん しぜんのおばけ くる前に

（翔洋高校２年 加藤 将宗さん）

（真龍中学校３年 尾形 梨歩さん）

（真龍中学校３年 佐々木 るなさん）

（真龍中学校２年 車塚 樹さん）

（厚岸中学校３年 櫻庭 明南さん）

（太田中学校３年 柿﨑 莉咲さん）

（太田中学校３年 木村 楓峨さん）

（厚岸小学校５年 山根 姫夏さん）

【優秀賞】

避難場所 知ってるだけじゃ 意味がない （翔洋高校３年 沖 康生さん）

災害時 備え一つで 助かる命 （真龍中学校３年 大門 颯真さん）

災害時 危険な時ほど 冷静に （真龍中学校２年 杉田 慎之輔さん）

【最優秀賞】 訓練は 地域と命 守るため （厚岸中学校２年 柿﨑 はづきさん）

最優秀賞の作品

は9月25日に実

施される厚岸町

防災訓練の標語

に使用されます。



【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－

【９日(木)・２４日（金）】

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（金）】

しんりゅう保育所 13:35～14:05

カトリック幼稚園 14:55～15:15

【１０日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【３日（金）・１７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

【１７日（金）】

あっけし保育所 13:40～14:05

【２８日（火）】

友遊児童館 15:00～15:20

【２日（木）・１５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

【１０日(金)・２８日(火)】

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

【８日(水)・２２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 (9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】 9月4日（土）～10月3日（日）まで
【場 所】 海事記念館 2階 展示室

【内 容】 世界の海で問題になっているマイクロプラス

チック汚染問題のパネル展を開催します。

【期 間】 9月11日（土）～26日（日）まで
【場 所】 海事記念館 １階 ホール

【内 容】 町内の小学生が夏休みに作成した「海」に関す

る作品を展示します。

今かくにん しぜんのおばけ くる前に （厚岸小学校５年 山根 姫夏さん）

【日 時】 9月29日（水） 19：00～19：35
【場 所】 海事記念館 プラネタリウム室

【内 容】 『秋の夜長に空を見上げて』

秋の星座は一つの物語の中に多くの星座が登

場します。また、月の満ち欠けや月食のしくみ

を今年5月の皆既月食の写真をまじえて解説

します。

※中学生以下は保護者同伴です

プラネタリウム･クリエイター大平貴之さんの生解説

9月23日に実施を予定しておりましたが、

中止します。（来年に延期予定です）

【火・木・土】
14：30 ユニバース～宇宙へ～

15：30 秋の夜長に空を見上げて

～アイヌ民族星ものがたり（秋）～

【水・金・日・祝】
14：30 手ぶくろを買いに （幼児向け）

15：30 秋の夜長に空を見上げて

【土・日・祝】
11：00 秋の夜空とかぐや姫 （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～

海事記念館では、季節ごとに星座や天文を解説する番組

を作っています。９月からは一般向け秋番組「秋の夜長に

空を見上げて」を新たに制作・上映します。

9月10日・11日に開催を予定しておりましたが

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。

【内 容】 『シュレック２』

【対 象】 幼児～大人まで楽しめます。
【日 時】 9月18日（土） 13:30～15:02
【場 所】 厚岸情報館 ２階 視聴覚室

【日 時】 9月25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！



【問合せ・申込み先】

温水プール ℡５２－６６３１

スポーツ課からのおしらせ
SPORTS
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

【日 時】 9月2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】 申込は終了しました。

【日 時】 9月17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

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】 9月8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】 9月24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】 9月10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】 9月22日 （水） 10：30～

【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 楽しく遊ぼう

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 9月15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
今月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

【日 時】 9月30日～10月21日毎週木曜日

19：00～20：00

【場 所】 温水プール

【内 容】 バタフライを基礎から指導します。

【対 象】 クロールで呼吸しながら25ｍ以上泳げる町内の

高校生以上の方

【申 込】 9月20日（月）～29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】 9月13日（月） 10：00～11：00
【場 所】 厚岸カトリック幼稚園

【内 容】 新聞紙やいろいろな紙をちぎって遊びましょう！

【対 象】 2歳から満3歳の未就園児親子

【申 込】 ～9月10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・飲み物です。

【問合せ】 厚岸カトリック幼稚園（52-2057）

－３－



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください
１０月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

【日 時】 10月10日（日） 8：30受付開始
【場 所】 宮園公園スケートリンク場前

【内 容】 公園内周回コースを走ります。

A：1.5km B:3.0km C:4.0km

【対 象】 町内在住の方

【申 込】 ～10月1日（金）まで ※参加無料

【問合せ】 スポーツ課（52-7785）

第25回

【日 時】 10月8日～10月29日毎週金曜日

16：00～16：45

【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】 9月30日（木）～7日（木）まで ※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）

【日 時】 10月5日（火）19：15～20：00 ※悪天候の場合、6日（水）に延期

【場 所】 太田小学校 グラウンド

【内 容】 釧路市こども遊学館の移動天文車「カシオペヤ号」の天体望遠鏡で秋の星座観察を行います！

【対 象】 どなたでも ※中学生以下は保護者同伴

【参加料】 無料

【申 込】 9月15日（水）～9月30日（木）まで ※定員50人程度

【問合せ】 海事記念館（52-4040）

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【各小中学校】

25日：土曜授業/町総合防災訓練

【各中学校】

15日：学力テスト総合A（3年）

【厚岸小学校】

7・13・28日：社会見学（4年）

9・10日：宿泊研修（5年）

10日：社会見学（3年）

22日：情報モラル教室（5・6年）

30日～：修学旅行（6年）

【真龍中学校】

2・3・7・10・14・17・21・24・28日：ALT

6～9日：修学旅行（3年）

16日：真中祭

【太田小学校】

3日：参観日

7・10・14・17・21・24・28日：ALT

10日：生活安全教室

13・14日：個人懇談

15日：着衣水泳

16日：種苗センター見学（3年）

17日：森林教室

24日：マラソン大会

【厚岸中学校】

1・2日：水泳

7・9・10・14日：三者面談

7・24日：歩き登校日

8日：中間テスト

9・16・30日：ALT

29日：社会見学（1年）

30日～：宿泊研修

【真龍小学校】

1・6・8・13・15・22・27・29日：ALT

16日：北方領土学習（4年）

17日：前期終業式

25日：参観日

28日：人権教室（3・5年）

30日～：宿泊研修（5年）

【太田中学校】

1・2日：職業体験学習（2年）

1・8・15・22・28・29日：ALT

17日：中間テスト

28日：職場見学（１年）

【翔洋高等学校】

1・2・3日：前期期末考査

11～12・13～14日：体験乗船（1年）

15～18・20～23日：短期乗船（2年）

29日：前期体育大会

30日：前期終業式

－４－

この紙面に記載している内容は、8月26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っている場合があります。

第６回北のまんが大賞の作品を募集します
北海道を素材にしたまんがや縄文に関するイラストを募集します！

応募条件など詳細はQRコードのリンク先をご覧ください。

【募集締切】 10月22日 （金） 消印有効

【送 付 先】 北のまんが大賞事務局

北海道環境生活部文化局文化振興課文化振興係

北のまんが大賞ホームページ→


