
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

平日夜のコースが始まります！
「まなViva厚岸」

『まなViva（ビバ）厚岸』として、現在5つの講座を開設

しています。詳細はお問合せください！

【日時】 ・月曜午前コース 10：30～12：00

・月曜午後コース 10：30～15：00

・月曜夜間コース 18：30～20：00 ←ＮＥＷ!

※初回は3月7日（月）です！
・日曜コース 9：30～11：00

【場所】 真龍小学校 1階 作法室

【内容】 講 師：小貫 雅子 氏

【申込】 生涯学習係（67-7700）
※はじめての方は、体験講座(無料)を受講できます！

【日 時】 3月19日（土）
〔午前の部〕11：00～12：00

〔午後の部〕13：00～14：00

【場 所】 真龍小学校 ２階 家庭科室

【内 容】 フライパンで作れるパンづくり♪

【講 師】 おうちパン講師 下鳥 洋美 氏

【対 象】 高校生以上の町民

【申 込】 3月2日（水）～8日（火）まで

【定 員】 各部 ５名ずつ（※先着順）

【受講料】 1,000円/人

生涯学習 とは
この情報紙の名前を「あっけし生涯学習情報紙 LL TIMES」と名付けていますが、“生涯学習”って何？と思

う方が多くいるのではないでしょうか。

生涯学習は、わたしたちが生涯にわたって行う学習活動です。

生涯学習には、家庭教育、学校教育、社会教育、企業内教育の全てが含まれます。生涯学習は、学校や地域

社会の中で行われるだけではなく、わたしたちのスポーツ活動、文化活動、趣味、レクリエーション活動、ボランティ

ア活動などの中でも行われるものです。 （参考：北海道教育委員会HP）

ちなみに、「LL TIMES」のLLは生涯学習を意味する Lifelong Learning の頭文字をとったものです。TIMES

は新聞という意味です。

「生涯学習」と聞くと難しいものに思えてしまいがちですが、みなさんが普段行っている趣味や読書、博物館や動物園

などに足を運ぶことも全部「生涯学習」なのです！

1月25日(火)～30日（日）、厚岸情報館で「町民作

品展“ARTS with LOVE”～心を込めた作品たち～」

を開催しました！

総作品数266点、延べ２０８名の皆さまにご来場

いただき、無事終了することができました。

心の込もった作品の一つひとつが、ご来場いただ

いた皆さんを笑顔にし、その笑顔を見た作り手の皆

さんがまた笑顔になり、そしてその様子を見ている

スタッフも笑顔になり･･･ 昨年度もそうでしたが、

この作品展を通して、「心が繋がる」ということを

改めて実感した１週間でした。最高でした！（笑）

大切な作品をご出展いただいた皆さま、ご来場い

ただいた皆さま、ありがとうございました！！



【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

【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）・２５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

【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)・２３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 (3月)

【日 時】 3月11日（金） 19：00～

【内 容】 手ぶくろを買いに

【日 時】 3月24日（木） 19：00～

【内 容】 春の夜空のはてなマーク～流れ星のはなし～

（ナレーション：運上亜沙美）

※どちらも中学生以下は保護者同伴

【場 所】 厚岸情報館 視聴覚室

【対 象】 幼児から大人まで

【日 時】 3月5日（土） 13:30～14:10

【内 容】 「おじゃる丸スペシャル さらばまったりの日々よ」

【日 時】 3月19日（土） 13:30～14:15

【内 容】 「ネコネコ動画 ３」

【火・木・土】
14：30 ユニバース～宇宙へ～

15：30 春の夜空のはてなマーク

～アイヌ民族星ものがたり（春）～

【水・金・日・祝】
14：30 手ぶくろを買いに （幼児向け）

15：30 春の夜空のはてなマーク～流れ星のはなし～

【土・日・祝】
11：00 いのちの女神「おとめ座」 （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

を投影しています。3月からは新規制作の春番組「春の夜

空のはてなマーク～流れ星のはなし～」を上映します。

また、全天周番組の「ユニバース～宇宙へ～」と「手ぶ

くろを買いに」は3月31日で上映が終了します。

【日 時】 3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】 3月11日（金） 18：30～20：30

3月12日（土） 13：30～15：30

【場 所】 厚岸情報館 2階 視聴覚室

【内 容】 「聖なる嘘つき」

【対 象】 一般

【日 時】 3月19日（土） 10：00～12：00

【場 所】 海事記念館 2階 プラネタリウム室

【内 容】 ①「厚岸神岩砦跡及び竪穴群について」

海事記念館 学芸員 小田島 賢

②「知の交差点・厚岸～知られざる偉人の足跡」

海事記念館 文化財係長 菅原 卓己

【申 込】 3月4日（金）～18日（金）まで 先着40人

【参加料】 無料

冬の子ども読書推進事業

【日 時】 3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



【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－

【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】 3月18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

保健師、栄養士への相談、身長・体重計測ができます！

【日 時】 3月11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】 3月23日 （水） 10：30～

【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 手形とり

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 3月16日（水）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】 3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

【日 時】 3月9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

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】 3月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

今月の学校行事
SCHOOL
INFORMATION

【各小学校】

18日：卒業式

24日：修了式/離任式

【各中学校】

15日：卒業式

24日：修了式/離任式

【太田小学校】

1・2日：６年生送別大会

1・4・8・11・15・22日：ALT

4日：６年生を送る会

4日：参観日

10・11日：個人懇談

【厚岸小学校】

7日：６送会

9日：高学年参観/懇談

10日：低学年参観/懇談

14 日：福祉発表会（5年）

【真龍中学校】

1・4・8・11・15・18・22日：ALT

11日：三送会

14日：同窓会入会式

17日：授業参観日

【太田中学校】

2・9・16・23日：ALT

3日：学力テスト（1・2年）

10日：３年生を送る会

【真龍小学校】

2・7・9・14・16・23日：ALT

23日：交通安全指導日

【厚岸中学校】

1～7日：三者面談

3・10・17・24日：ALT

9日：歩き登校日

【翔洋高等学校】

1日：卒業式

3～7日：一般入学者選抜/家庭学習日

16日：入学者選抜（合格発表）

17日：救命講習（1年）

18日：救命講習（2年）

24日：修了式/離任式



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

コロナウイルス感染拡大をうけての行事予定変更について

この紙面に掲載されている内容は２月２５日時点のものです。

コロナウイルス感染症の感染拡大などにより、、定員の変更や行事の中止などがされている場合があります。

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。

問合せ・申込みについては、各施設等へご連絡ください
４月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

【日 時】 4月6日～27日毎週水曜日

15：00～16：00 （全4回）

【場 所】 温水プール

【内 容】 クロールを指導します。

【対 象】 町内にお住まいの方（高校生以下を除く）

【申 込】 3月29日（火）～4月5日（火）まで ※先着10人

【参加料】 1回330円 （施設使用料）

【問合せ】 温水プール（52-6631）

令和３年度末

厚 岸 町 小 中 高 児 童 生 徒 指 導 連 絡 協 議 会

≪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。

【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

－４－


