
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】 １1月14日（日）
〔午前の部〕10：00～12：00

※初心者・初めての方向け

〔午後の部〕13：00～15：00

※中・上級～スキルアップ希望者向け

【場 所】 真龍小学校 ２階 図工室

【内 容】 麦わらと糸でつくるフィンランドの伝統的な

装飾品「ヒンメリ」の制作。

○講師 児島 舞 氏

【対 象】 どなたでも

※親子での参加も可能です。（2人で1つ）

【申 込】 ～11月9日（火）まで ※各部先着6人

【参加料】 無料

【問合せ】 生涯学習係（67-7700）

「

町民作品展 “ARTS with LOVE” 作品募集！

今年も町民文化祭は中止となってしまいましたが、昨年度の「ちょこっと作品展」をパワーアップ

して開催予定です！（詳細は本紙に挟み込んでいる別紙チラシをご覧ください。）

【展示期間】 2022年1月19日（水）～30日（日） 10：00～17：00 ※情報館開館日のみ

※ただし、応募作品の数によっては期間を短縮する場合があります。

【会 場】 厚岸情報館 2階

【申 込】～11月26日（金）まで
☆申込用紙（チラシ裏面）に必要事項を記入のうえ、期日までに下記へお申込ください。

〒088－1151 厚岸町真栄2丁目1番地 厚岸町教育委員会生涯学習課生涯学習係

（FAX可：６７－７７０１）※24時間受付可能

※この作品展では皆様の作品をお預かりし、原則生涯学習係スタッフが展示・撤収作業を行います。

郷土館・太田屯田開拓記念館

郷土館・太田屯田開拓記念館が休館となります。

【期 間】 11月16日（火）～
令和4年4月15日（金）

～優秀賞をご紹介します～

＜いじめ・非行防止部門＞

気づこうよ 画面の向こうで 泣いているよ
（翔洋高校1年 久保田 吏咲さん）

無くそうよ 明るい未来に いじめなし
（真龍中学校2年 成田 響さん）

消えないよ あなたが言った あの言葉
（厚岸小学校6年 福井 李紗さん）

＜交通安全部門＞

周りをみて 安全確認 一安心
（翔洋高校1年 和田 柚葉さん）

確認良し 一歩とどまり もう一度
（厚岸中学校3年 竹中 和香さん）

急いでる そんな気持ちが 事故になる
（真龍小学校6年 蔵谷 凌志さん）



情報館からのおしらせ
LIBRARY
INFORMATION

【問合せ・申込み先】

本の森 厚岸情報館 ℡５２－２２４６

海事記念館からのおしらせ
MUSEUM
INFORMATION

【問合せ・申込み先】

厚岸町海事記念館 ℡５２－４０４０

－２－

【日 時】 11月12日（金） 19：00～19：25
【内 容】 「秋の夜空とかぐや姫」 ※幼児・低学年向け

【日 時】 11月26日（金） 19：00～19：35
【内 容】 「秋の夜長に空を見上げて」

※中学生以下は保護者同伴です

【日 時】 11月19日（金） 16：30～19：30 受付16：15～

【場 所】 海事記念館前 町民広場

【内 容】 部分月食を天体望遠鏡や双眼鏡を使って観察し

ましょう。当日は暖かい服装でお越しください。

悪天候の場合はプラネタリウム番組を上映します。

みんなで部分月食を観よう！

【日 時】 11月23日（火・祝） ①13：00～ ②15：30～

【場 所】 海事記念館 プラネタリウム室

【内 容】 満天の星空の下、アロマの香りに包まれながら、

日頃の疲れを癒やしませんか。枕やぬいぐるみ

の持ち込みOK!

【期 間】 11月6日（土）～12月12日（日）まで
【場 所】 海事記念館 1階 ホール

【内 容】 世界のトップレベルにある日本の宇宙科学技術を

パネルと数々の模型で紹介します。

パネル巡回展

【日 時】 11月27日（土）
10：30～11：00

【場 所】 厚岸情報館

お話の部屋

【対 象】 幼児～大人まで

【期 間】 ～11月13日（土）まで
【内 容】 本を読んでスタンプを集めてみよう。

パーフェクトの人には景品があります！

※台紙の配布とスタンプ押印場所は

情報館・分館・図書館バスです。

【日 時】 ・11月12日（金） 19：00～20：37

・11月13日（土） 13：30～15：07
【場 所】 厚岸情報館 ２階 視聴覚室

【内 容】 「そして誰もいなくなった」

【対 象】 大人の方

秋の分館工作会

【日 時】 １1月3日（水・祝）13：30～15：00
【場 所】 厚岸情報館分館

【内 容】 カップメンの容器やわたなどを使い、かいじゅうのたまごをつくります。

【日 時】 １1月28日（日） 10：00～11：30
【内 容】 絵本の読み聞かせライブを行います。

絵本の販売とサイン会もあります！

【定 員】 受付先着50人

石崎惠子さんの

【期 間】 １1月3日（水・祝）～14日（日）
【場 所】 情報館 ２階 ギャラリー

【内 容】 町内在住の石崎惠子さんが刺し子

で作った花ふきんを展示します。

【日 時】 11月13日（土） 【場 所】 厚岸情報館 2階

【内 容】 ①おはなし会 10：30～10：50

長谷川義史さんの絵本「うがいライオン」などを読み聞かせします。

②めいろであそぼう！ 10：55～11：30

【日 時】 11月20日（土） 10：00～12：00
【場 所】 海事記念館 1階 会議室

【内 容】 町内の古文書について理解を深めましょう！

【申 込】 11月9日（火）～18日（木）まで ※先着10人

【４日(木)・１８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

【１８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

【５日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【１１日（木）・２５日（木）】

厚岸小学校 13:10～13:30

ネイパル厚岸 14:20～14:20

床潭郵便局 15:00～15:20

厚岸中学校 15:40～15:55

【２５日（木）】

あっけし保育所 13:40～14:05

【１９日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【１０日（水）・２４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

【５日(金)・１９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(火)・２６日（金）】

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 (１１月)

【日 時】 11月20日（土） 13:30～14:30
【内 容】 「おしりたんてい ～ププッ ゆきやまのしろいかいぶつ!?⑬」

【日 時】 11月6日（土） 13:30～14:20
【内 容】 「ざんねんな いきもの事典」

【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。



【問合せ・申込み先】

温水プール ℡５２－６６３１

－３－スポーツ課からのおしらせ
SPORTS
INFORMATION

保健師、栄養士への相談、身長・体重計測ができます！

【日 時】 11月12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】 11月5日 （金）

11：00～

【場 所】 あみか２１

【内 容】 「乳歯を守る」

講師：小児歯科医

【対 象】 子どもの養育に関わっている方

【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

【日 時】 11月26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。

【日 時】 １１月24日 （水） 10：30～
【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 手作りイスで遊ぼう !

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 11月17日（水）まで

【日 時】 11月18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。

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】 11月19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】 11月10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

日本水泳連盟

【日 時】 11月28日（日） 15：00～
【場 所】 温水プール

【内 容】 日本水泳連盟が定めた全国統一の泳力基準によって行われる水泳能力検定です。
【対 象】 定期的に水泳の練習をしている町内の方

【申 込】 ～１１月25日（木）まで 【参加料】 検定料１種目300円、認定料700円

11月21日（11月第3日曜日）は「家族の日」、

11月14日～27日（家族の日の前後1週間）は「家族の週間」です。
家族や地域のつながり、そして、子どもを育てていく大切さに改めて

気づくきっかけにしましょう。

「人は、つながって、生きている。仕事や家事、勉強などで忙しいときも、家族がいるから、

家族とつながってるから、一生懸命がんばれたり、安心して暮らしていける。」

（内閣府HPより抜粋）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください
１２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
今月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

－４－

【日 時】 12月23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】 ～11月15日（月）まで

※保健師までご連絡ください

【問合せ】 保健福祉課健康推進係（53-3333）

※あみか２１内

【日 時】 １2月19日（日） 10：00～11：30
【場 所】 真龍小学校 ２階 図工室

【内 容】 光を当てることで透明に固まるレジンを用いた

小物の製作体験です。

○講師 石川 静世 氏

【対 象】 15歳以上の方

【申込期間】 11月17日（水）～12月6日（月）まで

※先着6人

【参 加 料】 500円程度を予定

（パーツ代の一部として）

【問 合 せ】 生涯学習係（67-7700）

【日 時】 11月21日（日） 8：00～11：00
【場 所】 厚岸味覚ターミナル・コンキリエ 屋外特設会場

【内 容】 友好都市である「山形県村山市」の物産品を販売します。

【問合せ】 厚岸味覚ターミナル・コンキリエ（52-4139）

道の駅物産交流 あ さ い ち

【日 時】 ①12月3日（金） 18：30～20：00

②12月5日（日） 10：15～11：45
【場 所】 厚岸情報館 パソコン実習室

【内 容】 年賀状ソフト「筆まめ」を使用し、年賀状の裏面を作成 します！

年賀状は50枚まで印刷できますので、ご持参ください。

【対 象】 ①高校生以上 ②小学３年生以上

【申 込】 12月1日（水）まで ※各回4人

【受講料】 高校生以上 1,000円、中学生以下 500円

【問合せ】 厚岸情報館（52-2246）

【期 間】 １2月3日（金）～19日（日）
【場 所】 情報館 ２階 会議室

【内 容】 長谷川義史氏の絵本の原画

を展示します。

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【各中学校】

10日：学力テスト総合C（3年）

【太田小学校】

2・8・9・12・16・19・30日：ALT

4日：海事記念館見学（4年）

4・5日：修学旅行（5・6年）

11日：祖父母参観日

【真龍中学校】

2・5・9・12・16・19・26・30日：ALT

8日：授業参観日

10日：学力テスト（1・2年）

29・30日：二者面談/三者面談

【厚岸小学校】

1・2日：学習発表会

5日：郷土館見学（4年）

8～17日：ノート展覧会

10日：町探検（2年）

11日：防犯教室

24日：給食センター見学（2年）

【太田中学校】

1・17・24日：ALT

4日：生徒総会

12日：ICT機器安全教室

17日：租税教室（3年）

25・26日：期末テスト（3年）

【真龍小学校】

1・8・10・15・17・22・24・29日：ALT

22日～12/3：校内作品展

24日：喫煙防止教室（6年）

24～26日：参観日

29日：保護者面談

【厚岸中学校】

4・8・15・22日：ALT

9日：歩き登校日

16・17日：期末テスト

29・30日：三者面談

【翔洋高等学校】

1～4日：見学旅行（2年）

5日：振替休業（2年）

9・10日：全道水産クラブ

16～19日：後期中間考査

22日：薬物乱用防止教室


