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【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

右の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！
これから開催する事業・講座の情報や、終了した

講座の報告などなど色んな情報を発信しています！

午前コース：同じ材料なのに、

組み合わせ次第で それぞれ

まったく違う作品に♥

毎年 講師を務めていただ

いている、児島先生♪

優しくて丁寧で、本当に

素敵な先生です！

午後コース：ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ☆

本を見たり、先生に聞い

たりしながら、難易度の

高い作品を作りました！

開催しました！

11月14日(日)、真龍小学校で

「ヒンメリづくり体験講座」を開

催しました！

今年で５回目となる本講座。

毎年大人気で 今年も満員御礼！

午前は初級者さんコース、午後

は中級～上級コースに分けて行い

ましたが、皆さんとっても素敵な

作品を仕上げて嬉しそうでした☆

【日 時】 12月18日（土）
① 10：30～12：00

② 13：30～15：00

【場 所】 真龍小学校 ２階 図工室

【内 容】 日本の正月の伝統的な装

飾である「〆飾り」を洋風に

アレンジして作ります。

〇講師 渡部 望 氏

【対 象】 各部先着6人 （親子での参加可）

【申 込】 ～12月8日（水）まで

【参加料】 1,000円

令和４年

【日 時】 1月5日（水） 受付 12：30～12：50

開式 13：00

【場 所】 真龍小学校 体育館

【内 容】 式典

【対 象】 平成13年4月2日～平成14年4月1日生まれの方

【その他】 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新成

人以外の方のご入場はご遠慮いただきます。

【問合せ】 厚岸町成人式実行委員会事務局

（生涯学習係 67-7700）

【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】 申込みは終了しました。

新しい講座が始まります！

※はじめての方は、体験講座(無料)を受講で

きます！

『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。

現在は他にも講座を5つ開設しています。

【日時】 毎週月曜日 ①10:30～12:00

②13:30～15:00

初回は12月13日（月）です！
【場所】 真龍小学校 1階 作法室

【内容】 講座名：健幸スマイル・ヨーガ

講 師：小貫 雅子 氏

【申込】 生涯学習係（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－

【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

クリスマスおすすめ本セット貸出しします

【期 間】 12月2日（木）～１２月２５日（土）まで
【場 所】 厚岸情報館・分館

【内 容】 クリスマスの包装紙で、おすすめ本をラッピングして貸

出しします。学年や年齢、テーマごとにセットにし、大人

向けのセットもあります。どんな本が入っているかはお楽

しみ♪包装紙と中に入っている手作りしおりをプレゼント

します。 ※１日１人１セットまで

プラネタリウムの投映が増えます！

冬休み期間中は、平日も土日祝と同様に投影します。

【期 間】12月28日（火）～1月16日（日）まで

【日 時】 12月17日（金） 19：00～

【内 容】 華やかな光を放つ冬の星

【日 時】 12月28日（火） 19：00～

【内 容】 カムィからの教え～漁を伝える曳き網の星～

※どちらも中学生以下は保護者同伴

【日 時】 12月11日（土）、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！

【場 所】 厚岸情報館 ２階 視聴覚室

【対 象】 幼児から大人まで

【日 時】 12月4日（土）13：30～14：00

【内 容】 『げんきげんきノンタン

うたおう！クリスマス』

【日 時】 12月18日（土）13：30～14：57

【内 容】 『ベートーベン』

【日 時】 ・12月10日（金） 18：30～20：28

・12月11日（土） 13：30～15：28

【場 所】 厚岸情報館 視聴覚室

【内 容】 「ローマの休日」

【対 象】 大人の方

【内 容】 下の表の通り

曜日 内容

11:00 土日祝 冬の大三角とふたご座のお話

13:30 土日祝 カムィからの教え～漁を伝える曳き網の星～

14:30

火木土 ユニバース～宇宙へ～

水金日祝 手ぶくろを買いに

15:30

火木土 冬の星座解説／アイヌ民族星ものがたり・冬

水金日祝 華やかな光を放つ冬の星

～オーロラが語る大切なメッセージ～

【日 時】 12月10日（金） 18：30～20：00

12月11日（土） 10：00～11：30

【場 所】 海事記念館 プラネタリウム室

【内 容】 オーロラメッセンジャーの中垣哲也氏が

世界各地で撮影したオーロラの映像を中

垣氏の解説とともに上映します。

【申 込】 12月9日（木）まで

【期 間】 12月3日（金）～12月19日（日）まで

【場 所】 厚岸情報館 2階 会議室

【内 容】 絵本「いいからいいから」の原画を展示します。

12月31日（金）～1月5日（水）は休館です。

【２日(木)・１６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

【１６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

【３日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【９日（木）・２３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

【２３日（木）】

あっけし保育所 13:40～14:05

【１７日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【８日（水）・２２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

【３日(金)・１７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

【７日(火)・２１日（火）】

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 (１2月)



【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

－３－

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください
１月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

【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】 12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

【日 時】 12月3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】 12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】 クリスマスパーティー

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 12月10日（金）まで

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】 12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】 12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

【期 間】 1月8日（土）～16日（日）

※11日（火）は休館日です。

【場 所】 厚岸情報館 ２階 会議室

【内 容】 各家庭、企業からいただいたカレンダーを

配布します。収集は１月7日（金）までに情

報館にお持ちください！

【問合せ】 厚岸情報館（52-2246）

【日 時】 1月20日～3月10日 毎週木曜日

18：30～20：30 （全8回）

【場 所】 厚岸情報館 コンピュータ実習室

【内 容】 表やグラフの作成、簡単な関数の学習をします。

【申 込】 1月14日（金）まで ※定員4人（多数の場合は抽選）

【受講料】 4,000円 ※別途テキスト代1,320円が必要です。

【問合せ】 厚岸情報館（52-2246）

パソコン講座

【日 時】 1月12日（水）～1月15日（土） （全4回）

13：30～16：30

【場 所】 厚岸情報館 コンピュータ実習室

【内 容】 エクセルのスキルアップ講座です。

【対 象】 町内の高校生

【申 込】 1月7日（金）まで ※定員4人

【受講料】 1,870円 ※テキスト代として

【問合せ】 厚岸情報館（52-2246）

【日 時】 1月12日（水）～1月16日（日） （全5回）

10：10～12：40 ※16日のみ12：10まで

【場 所】 厚岸情報館 コンピュータ実習室

【内 容】 ワードを使い、簡単な文章をレイアウトできるよう

に学習します。

【対 象】 町内の中学生

【申 込】 1月7日（金）まで ※定員4人

【受講料】 1,320円 ※テキスト代として

【問合せ】 厚岸情報館（52-2246）

【日 時】 1月14日（金） ①10：00～11：30 ②13：30～15：00 【場 所】 海事記念館

【内 容】 ブロックでレーシングカーを組み立てて、ギアによる回転数やトルクの変化について学びます！

【対 象】 ①小学1年生～3年生 ②小学4年生～6年生（保護者同席可）

【申 込】 12月14日（火）～1月9日（日）まで ※各回先着10人 【問合せ】 海事記念館（52-4040）

～ギアチャレンジ！レーシングカー！～



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

～ みんなで育てよう 厚岸の子どもたち ～

≪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、ご指導ください。特に喫煙・飲酒・薬物の乱用は絶対にさせないでください。

■ 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 ○１６時までです。 ○１８時までです。 ○２１ 時までです。

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

飲食店等

ゲームセンター

ゲームコーナ-

カラオケボックス

○保護者同伴に限ります。

遊び
○路上で遊ばないこと。（特にソリやミニスキーなど）

○道路に面した雪山で遊ばないこと。軒下は通らないこと。

○18歳未満禁止の場所、酒

類提供店は禁止。その他、

風適法と外出時間を遵守す

ること。

夜間外出 ○保護者同伴以外は禁止です。

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。

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

に届け出てから行うこと。

○必ず学校の許可を得ること。

１９時まで

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。

その他

○年末、年始等の夜間外出は、学校の指導を守りましょう。

○インターネットやSNSなどゲーム機を含めた情報端末機器の利用は、保護者が使い方のルール

を決め、正しく使用しましょう。夜遅くまで利用することは、深夜徘徊と同じです。

○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・薬物の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

【日 時】 12月7日（火）・21日（火） 17：30～18：30 【場 所】 厚岸町勤労者体育館

【内 容】 サッカー特有の動きだけでなく、走る・投げるなど様々なことを行います。

【対 象】 幼稚園・保育所の年長児、小学一年生

【持ち物】 室内用運動靴、飲料水、タオルです。スポーツ保険に加入する場合には参加費800円が必要です。

【問合せ】 厚岸オストラFC監督 宗石（090-8906-1685）、または父母会 横井（090-9752-9970）

厚岸オストラFC

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【各小中学校】

27日：2学期終業式（真龍小学校を除く）

【厚岸中学校】

1～3日：三者面談

2・6・16・23日：ALT

7日：歩き登校日

22日：非行薬物乱用防止教室

【真龍中学校】

1～3日：二者面談/三者面談

3日：学力テスト（3年）

3・7・10・14・17・21・24日：ALT

【太田小学校】

3日：郵便局出前授業/参観日

3・7・14・17・21・24日：ALT

15・17日：個人懇談

【太田中学校】

1・8・15・22日：ALT

2・3日：三者面談/期末テスト（1・2年）

10日：参観日/懇談会

【厚岸小学校】

3日：生活科町探検発表会（2年）

8日：アイヌ出前授業（4年）

15日：厚岸かぐら体験（4年）

17日：租税教室（6年）

21日：社会科海事記念館見学（4年）

22・23日：学級懇談会

【真龍小学校】

1・6・8・13・15・20・22・27日：ALT

2・3・6・7・9日：保護者面談

10日：生きがい大学交流（4年)

15日：心の劇場（6年）

24日：交通安全指導日

27日：後期第1ステージ終了

【翔洋高等学校】

17日：後期体育大会

17日：全国・海洋高等学校生徒研究発表大会

20日：三校交流会

24日：全校集会

25日：閉寮

25日～：冬期休業

－４－


