
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

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！

町民が参加できるものであれば各種団体・サークルなど行政・民間問わず掲載できます！

掲載例：団体のコンサート･作品展示会･フリーマーケットなど

お気軽にお問い合わせ下さい。

（生涯学習係 ℡ 0153-67-7700 ）

『あっけし生涯学習情報紙 LL TIMES』への記事掲載

｢学びたい人｣と｢教えたい人｣をつなぐ

【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

・毎週月曜日(月４回)午前の部10：30～12：00

・ 〃 午後の部13：30～15：00

・毎週日曜日(月４回)9：30～11：30

○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

※初回は無料体験となります。

『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。

開講中の講座は右の一覧をご覧ください。

（定員が埋まっている場合があります）

【日時】 毎週日曜日（月４回） 9：30～11：00

初回は2月6日（日）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）

《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？

事務局（生涯学習係）にご相談いただければ、まなviva厚岸の講座として簡単に講座を開設できます。

エコクラフトバンドで！

【日 時】 2月27日（日）
〔午前の部〕 10：00～12：00 〔午後の部〕 13：00～15：00

【場 所】 真龍小学校 2階 図工室

【内 容】 エコクラフトバンドを使って動物に見立てた「かご」を作ります。

〇講師 大利 智代美 氏

【対 象】 各部先着6人 （親子での参加OK！）

※小学3年生以下は親子で１作品となります。

【申 込】 2月18日（金）まで

【参加料】 無料

動物は

ネコ・パンダ・ウサギ・トラ

の４種類から選べます！



【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

【期 間】 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】 収蔵庫に保管している昔の生活道具を展示して

います。

【期 間】 2月13日（日）まで
【場 所】 海事記念館 1階 ホール

【内 容】 蝦夷三官寺（厚岸町国泰寺、様似町等澍院、

伊達市善光寺）を紹介したパネルを展示してい

ます。

【期 間】 2月19日（土）～3月13日（日）まで
【場 所】 海事記念館 1階 ホール

【内 容】 全国各地に所在する「史跡」「名勝」「天然記

念物」などの記念物を紹介したパネルを展示

します。

パネル展

【日 時】 2月18日（金） 19：00～
【内 容】 「冬の大三角とふたご座のお話」

【日 時】 2月25日（金） 19：00～
【内 容】 「ユニバース～宇宙へ～」

※どちらも中学生以下は保護者同伴

冬の子ども読書推進事業

【日 時】 2月5日（土） 10：15～11：55
【場 所】 厚岸情報館 ２階 会議室

【内 容】 ①工作会「ねんどでつくる！お菓子屋さん」

（10：15～11：25）

②おはなし会とぬいぐるみのおとまり会

受付（11：30～11：55）

【申 込】 各15人（受付先着順） ※無料

【３日(木)・１７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

【１７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

【４日（金）】

子夢希児童館 15:00～15:20

【１０日（木）・２４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

【２４日（木）】

あっけし保育所 13:40～14:05

【１８日（金）】

友遊児童館 15:00～15:20

【９日（水）・２２日（火）】

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

【４日(金)・１８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

【２日(水)・１６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 (２月)

【場 所】 厚岸情報館 視聴覚室

【対 象】 幼児から大人まで

【日 時】 2月6日（日） 13:30～15:00
【内 容】 「ふしぎ駄菓子屋銭天堂①」

【日 時】 2月20日（日） 13:30～14:56
【内 容】 「恐竜超伝説」

【日 時】 2月11日（金） 13：30～15：08
【場 所】 厚岸情報館 2階 視聴覚室

【内 容】 「少年寅次郎スペシャル」

【対 象】 一般

【日 時】 2月12日（土）・26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

【日 時】 2月23（水） 13：00～16：10
【場 所】 厚岸情報館 2階 視聴覚室

【内 容】 ①「はじめての古文書」

講師：山田 正 氏

（北海道立文書館主任文書専門員）

②「佐賀藩領期の厚岸～生国出立日記・伊万

里県引継書を読む」

講師：菅原 卓己 氏 （海事記念館学芸員）

【申 込】 2月20日（日）まで ※先着20人



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

【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

【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

－３－

【日 時】 2月17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。

オンライン講座

【日 時】 2月18日 （金） 13：30～15：00

【内 容】 「マタニティ・母のための心と体セルフケア講座」

【対 象】 妊婦さん、産後のお母さん

【日 時】 2月25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。

今月の「遊びのひろば」は

お休みです。

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】 2月25日 （金） 10：30～

【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！

【日 時】 2月4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

【日 時】 2月14日（月） 10：00～11：00
【場 所】 厚岸カトリック幼稚園

【内 容】 おひなさまかざりをつくろう！

【対 象】 2歳から満3歳の未就園児親子

【申 込】 ～2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）

【日 時】 2月1日（火）・15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

コミュニケーションの第一歩は、あいさつから・・・

地 域 すすで め る

あいさつ声かけ運動 挨拶は生活の基本です。

地域における声かけは最大の防犯

対策になります。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

この紙面に掲載されている内容は1月27日時点のものです。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大などにより、定員の変更や行事が中止となる

場合があります。

参加をご希望の行事については、各担当の施設にお問合せください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大をうけての行事予定変更について

対策になります。

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【太田中学校】

2・9・16日：ALT

3日：学力テスト（3年）

18日：参観日（防災学校）/懇談会

24・25日：学年末テスト（1・2年）

【厚岸小学校】

7日：ノート展覧会

16日：参観/懇談（高学年）

17日：参観/懇談（低学年）

25日：6年生を送る会

【厚岸中学校】

3日：学力テスト

7・10・17・24日：ALT

8日：歩き登校日

15・16日：学年末テスト（1・2年）

25日：フリー参観日

【真龍小学校】

2・7・9・14・16・21・28日：ALT

7～10日：基礎学力テスト

25日：交通安全指導日

25日：6年生を送る会

【太田小学校

1・8・15・18・22・25日：ALT

4・8日：スケート教室

18日：海事記念館見学（3年）

【真龍中学校】

1・4・8・15・18・22・25：ALT

3日：学力テスト

9日：職業講話（1年）

【翔洋高等学校】

10日：推薦入学面接日

17・18・21・22日：後期期末考査

28日：卒業式予行/同窓会入会式

－４－

～インターネットを安全に使うための合言葉～

・・・ネットで知り合った人と会わない

・・・危ないサイトを利用しない

・・・ネットに自分の情報をのせない

・・・パスワードを他人に教えない

・・・トラブルがあったとき、大人に知らせる

※北海道警察 HP 参考

「ありのおしらせ」とはインターネットトラブルの防止対策をわかりやすく覚えるために北海道警察サイ

バーセキュリティ対策本部が考案した標語です。

インターネットやスマートフォンがどんなに便利になっても、悪用しようとする人がいる限り危険はなくな

りません。「ありのおしらせ」を守って、インターネットを安全に楽しみましょう！

インターネット上では、簡単に他人に成りすますことができます。相手は、

あなたが想像している人と全く違う人かもしれません。

出会い系サイトなど怪しいサイトやアプリを利用するとネットトラブルに巻

き込まれてしまいます。

一度ネットに載せた情報は、完全に消すことができない場合があります。名前、

年齢、住所、学校名など自分の情報や顔写真をネット上に載せると、知らない人

に自分の情報を教えることになります。

仲のいい友達であってもサイトやゲームなどのパスワードを教えてはいけま

せん。思いがけないトラブルが起きることがあります。

自分ひとりや子どもだけで悩んでいると逆にトラブルが大きくなってし

まうことがあります。できるだけ早くお家の人や学校の先生など周りの大

人に相談しましょう。

「あわない」

「りようしない」

「しらせる」

「おしえない」

「のせない」


