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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

｢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

○健幸スマイル・ヨーガ（NEW！）

毎週月曜日(月４回)

・午前の部10：30～12：00

・午後の部13：30～15：00

○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

12月18日(土)、真龍小学校で「洋風〆飾りづくり体験講

座」を開催しました！

午前・午後ともに満員御礼！！昨年度にも増して、材料の

種類も多様で、皆さんそれぞれが どの土台を使い、どのお

花を使い、どの水引を飾るか・・・時間いっぱい、楽しんで

くださいました♥

それも全て、ご準備から当日の指導まで、心を尽くしてく

ださった渡部先生のおかげです！！

素敵な〆飾りで、 どうぞ良いお年を お迎えください♪

12月19日(日)には、「レジン雑貨づくり体験講座」を開

催しました！

今年度も定員いっぱいにお申し込みをいただき、受講者の

皆さまには、アルコールインクを使った、幻想的に色づけを

し、レジンで固める小物入れを作りました。

いろんな色で夢の中のような色合いにした後、ホログラム

や天然石の欠片、ラメなどでキラキラ感をプラスして、宝石

のような作品を仕上げていました！！

『続けてみたいので、揃える道具が知りたい！』というお

声もあり、受講者さまの「生涯学習」のお役に立てたようで

とっても嬉しかったです♥

石川先生、受講者の皆さま、

ありがとうございました！！

「

町民作品展

“ARTS with LOVE”
～心を込めた作品たち～

【期 間】 2022年1月25日（火）～30日（日） 10：00～17：00
※1月27日（木）のみ 19：00まで

【場 所】 厚岸情報館 2階 （フロア全体） ※受付スタッフが常駐しています。

町民の皆さんが心を込めて作った作品の展示会を開催します！

開催期間が決定しました!!

今年度も、多くの方から出展の
お申し込みがありました！！

左記の日程で開催しますので、

ぜひぜひ、ご来場ください♥

ご出展者いただく方の一覧（プ

ログラム）は、本誌に挟み込ん

でおりますので、ご確認くださ

い♪

素敵な作品を並べて、お待ちし

ております！！



【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－

【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】 1月29日（土） ①10：30～11：00
②13：30～14：00

【場 所】 海事記念館 プラネタリウム室

【内 容】 世界で初めて「天の川」を星の集まりで表現でき

る次世代型光学式プラネタリウム「メガスター｣

を開発した大平貴之さんを招き、「メガスター・

ネオ」による投影と大平さんの星空解説を行い

ます。

【申 込】 1月26日（水）まで （各回先着40人）
【期 間】 1月29日（土）～3月6日（日）まで
【場 所】 海事記念館 ２階プラネタリウム室前

【内 容】 収蔵庫で保管している昔の生活道具を展示しま

す。展示資料は実際に触れることもできます。

学校授業支援企画展

冬休みの期間中（1月16日（日）まで）は、プラネ

タリウムを1日4回投映します。

【期 間】 1月8日（土）～16日（日）
情報館開館時間

※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！

【日 時】 1月15日（土）、29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！

【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】 基本的操作やデータの入力、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。

パソコン講座

【日 時】 ・1月14日（金）
19：00～20：33

・1月15日（土）
13：30～15：03

【場 所】 厚岸情報館 視聴覚室

【内 容】 「銀座の恋の物語」

【対 象】 大人の方

【６日(木)・２０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

【２０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

【７日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【１３日（木）・２７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

【２７日（木）】

あっけし保育所 13:40～14:05

【２１日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【１４日（金）・２８日（金）】

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

【７日(金)・２１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

【１２日(水)・２６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 (１月)

【日 時】 1月14日（金） 19：00～
【内 容】 「手ぶくろを買いに」

【日 時】 1月21日（金） 19：00～
【内 容】 「華やかな光を放つ冬の星

～アイヌ民族星ものがたり（冬）～」

※どちらも中学生以下は保護者同伴

【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】 1月8日（土）13：30～14：01
【内 容】 『ぴったんこ！！ねこざかな ７』



【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

早 寝 早 起 き 朝 ご は ん

年末年始は、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！

【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

スポーツ課からのおしらせ
SPORTS
INFORMATION

【問合せ・申込み先】

スポーツ課（B&G海洋センター内） ℡５２－７７８５

－３－

【日 時】 １月14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！

【日 時】 １月26日 （水） 10：30～

【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 鬼をやっつけよう

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 1月19日（水）まで

【日 時】 １月20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】 1月12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】 1月21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】 3月1日 （火）

【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】 1月14日（金）まで ※保健師までご連絡ください

３月のイベントです！

【日 時】 1月23日（日） 10：00～12：00 【場 所】 宮園公園スケートリンク

【内 容】 スケート技術を身につけましょう！ 講師：中澤 清美 氏

【対 象】 親子で参加できる小学生以下の児童・幼児 ※スケート靴の貸出はしておりません。

【申込み】 1月20日（木）まで 【参加料】 無料

【日 時】 １月28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
２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－

生活習慣を心がけましょう！

【日 時】 1月18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

【日 時】 1月24日（月） 10：00～11：00
【場 所】 厚岸カトリック幼稚園

【内 容】 まめまきごっこ

【対 象】 2歳から満3歳の未就園児親子

【申 込】 ～1月21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）

【日 時】 2月6日（日） 10：00～
【場 所】 愛冠観光サービスセンター駐車場～愛冠岬

集合は愛冠観光サービスセンター駐車場（9：50）またはB&G海洋センター（9：30）

【内 容】 スノーシューの履き方、歩き方を学んだ後、愛冠岬まで歩きます。

【対 象】 町内在住の小学生以上の方

【申 込】 2月3日（木）まで ※定員20人（大人10人、子ども10人）

【問合せ】 スポーツ課（52-7785) ※B&G海洋センター内

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【各小中学校】

18日：3学期始業式（真龍小学校を除く）

【太田小学校】

18日～2/4：校内書初め展

18・25・28日：ALT

19・21・24・31日：スケート教室

27・28日：冬休み体験発表会

28日～2/4：冬休み作品展

【厚岸中学校】

20・21日：学年末テスト（3年）

20・24日：ALT

25日：歩き登校日

27・28・31日：思春期講座

【太田中学校】

19・26日：ALT

20・21日：学年末テスト（3年)

【厚岸小学校】

19～26日：冬休み作品展

20・25・27日：スケート

【真龍小学校】

18日：後期第２ステージ開始

19～26日：冬休み作品展

19・24・26・31日：ALT

25日：交通安全指導日

【真龍中学校】

13・14日：登校日（3年）

18・21・25・28日：ALT

【翔洋高等学校】

17日：全校集会

19日：ネットトラブル防止・防犯教室

26～31日：後期期末考査（3年)

２０２１年も大変お世話になりました。

２０２２年も「ＬＬＴＩＭＥＳ（厚岸町生涯学習情報紙）」で

さまざまな情報を、わかりやすく・たくさん発信してまいりたいと思います。

これからも「ＬＬ ＴＩＭＥＳ」をどうぞよろしくお願いいたします。

生涯学習係スタッフ一同


