
生涯学習係からのおしらせ
LIFELONG LEARNING
INFORMATION

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

生涯学習係では「Facebook」で、事業のお知らせや報告などを行っています。

随時、さまざまな情報を発信していますので、チェックをしてみてください！

『まなViva（ビバ）厚岸』って？

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色々な講座。

現在開講している講座は下記の５講座があります♪

まずは『初回無料体験』となりますので、どうぞお気軽に、67-7700までお電話ください♪

また、『こんなことを教えたい』という方も大募集中です♪講師に資格の有無は問いません☆

生涯学習係Facebookはこちら

カゴも小物も作れちゃう！

『エコクラフトバンド』
♥”エコクラフトバンド”で、色々な小物を作ります♪

○毎月第２金曜日（月１回） 18：30～21：30

○受講料 800円/月

フランス生まれの手工芸

『カルトナージュ』
♥厚紙を組み立て、綺麗な布や紙で覆って箱などを

作ります♪

○毎月第１日曜日（月１回） 10：00～12：00

○受講料 800円/月

手も頭もフルに使って♪

『 三 味 線 』

♥日本の代表的弦楽器「三味線」を奏でましょう♪

（※対象は小学生以上です。）

○毎月第１～３金曜日（月３回） 19：00～21：00

○受講料 2，500円/月

元気に楽しく！

『ストリートダンス Sweet♥Box』

♥ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟ、ｼﾞｬｽﾞ、ﾛｯｸなど、男女問わずダンスを

楽しもう！

○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

○受講料 1，000円/月

心も身体もリラックス♪

『健幸スマイル・ヨーガ』

♥「ほぐしのヨーガ」で、心と身体を元気をに♪

○毎週月曜（月４回）

【午前ｺｰｽ】 10：30～12：00

【午後ｺｰｽ】 13：30～15：00

【夜間ｺｰｽ】 18：30～20：00

○毎週日曜（月４回）

【午前のみ】 9：30～11：00

○受講料 3，200円/月

「教えたい」「学びたい」をつなぐ

厚岸町の通年講座

厚岸町生きがい大学とは、町内にお住まいの、おおむね65歳以上の方を対象に

開設されており、基本的には月に１回のペースで学習会を行います。

（※この２年間は新型コロナウイルスの影響により ３ヶ月に１回くらいになってしまっていますが・・・）

学習内容としては、健康講話や、運動、教養講座（防犯、防災など）など幅広く、

年に１回、町内や町外に出掛けて行う『町内/町外研修』もあります！

ご参加の際は、送迎バスをご利用いただけます。（無料）

現在 在学されている皆さまも、とても明るく 優しい方ばかりです！

是非一緒に、楽しい「学び」をしませんか？

興味のある方は、上記の生涯学習係まで、お気軽にお問合せください♪

♥



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－

【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】 ４月８日（金） 19：00～19：40

【内 容】 「カムィからの教え

～漁を伝える曳き網の星～」

【日 時】 ４月22日（金） 19：00～19：40

【内 容】 「春の夜空のはてなマーク

～アイヌ民族 星ものがたり(春)～」

※いずれも 定員は40名（申込不要）です。

夜間投影の際、中学生以下の方は保護者同伴の上

ご来場ください。

開館期間：４月16日(土)～11月15日(火)

・開館時間 9：00～16：00 （入館無料）

・休 館 日 毎週月曜日、祝日の翌日

【場 所】厚岸情報館【対象】幼児～大人（一般）
【場 所】厚岸情報館

【対 象】大人（一般）

【日 時】４月８日（金）19：00～20：30

４月９日（土）13：30～15：00

【上映作品】「太陽の季節」

【日 時】４月９日（土）、23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

厚岸情報館図書館バス ４月 巡 回 日 程
☆ ６日（水）・２０日（水）

START: 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)

☆ ７日（木）・２１日（木）
START: ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（門静）(10:15-10:30)⇒ 在宅老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(13:15-13:25) ⇒ 【21日のみ】しんりゅう保育所(13:35-14:05) ⇒

さくら幼稚園(14:15-14:40) ⇒ 【21日のみ】ｶﾄﾘｯｸ幼稚園(14:55-15:15) ⇒ 真龍中学校(15:30-15:45)

☆ １３日（水）・２７日（水）
START: ＮＰＯ法人のんき村前（11：00-11：15） ⇒ 片無去地区集会所(11:20-11:30) ⇒ 上尾幌郵便局(11:50-12:00) ⇒

尾幌郵便局(12:30-12:45) ⇒ 翔洋高等学校(15:35-15:45)

☆ 8日（金）・２２日（金）

START: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) ⇒ 【8日】子夢希児童館・【22日】友遊児童館(15:00-15:20)

☆１4日（木）・２８日（木）
START: 厚岸小学校(13:10-13:30) ⇒ 【28日のみ】あっけし保育所(13:40-14:05) ⇒ ﾈｲﾊﾟﾙ厚岸(14:20-14:40) ⇒ 

床潭郵便局(15:00-15:20) ⇒ 厚岸中学校(15:40-15:55)

☆４月１日から、全天番組が変わります！

【幼児向け】「いきもの目線～動物ぐるり！超接近～」

【一般向け】「ﾊﾞｲｵﾚﾝﾄ･ﾕﾆﾊﾞｰｽ～牙をむく宇宙～」

４月２日(土)
「おしりたんてい⑭

ﾌﾟﾌﾟｯ かいとうとねらわれたはなよめ」

【上映時間】 13：30～14:50

４月16日(土) 「ぴったんこ！！ねこざかな ６」

【上映時間】 13：30～14：00

☆身近な材料で、「かんたん工作おどるフラワー」

を作ります。

【日 時】４月29日（金・祝）13：30～15：00

【場 所】厚岸情報館分館（福祉ｾﾝﾀｰ内）

【定 員】15名(先着順）申込先：本館または分館



【日 時】 4月8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

保健師・管理栄養士への相談、

身長・体重計測ができます！ 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】 4月6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】 4月22日 （金） １１：００～

【場 所】 あみか２１

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【日 時】 4月27日 （水） １０：３０～

【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 ふれあい遊び

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 4月20日（水）まで

スポーツ課からのおしらせ
SPORTS
INFORMATION

【問合せ・申込み先】

温水プール ℡５２－６６３１

【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】 4月21日～5月19日 （毎週木曜日）

16：00～17：00 （５月５日を除く）

【場 所】 温水プール

【内 容】 初歩的なクロール・背泳ぎを指導します。

【日 時】 4月21日 （木）

【場 所】 あみか２１

【内 容】 ○小児科・歯科診察

○保健師・管理栄養士による問診等

【対 象】 対象となる方には、個別にご案内を

しております。

【日 時】 4月20日 （水）

※対象となる方には、個別にご案内を

しております。

【場 所】 あみか２１

【内 容】 あかちゃんの成長の確認や

保健師・管理栄養士による

専門相談をおこないます。

【対 象】 町内の小学３・４年生

【申 込】 4月13日（水）～20日（水）まで ※先着１０人

【参加料】 1回110円（施設使用料）

会員募集
☆町内の小中学生を対象に、サークル活動的な水泳練習を行います。

また、泳力に応じて競泳四泳法などの泳法技術の指導が受けられます。

【対 象】町内の小中学生で、クロールで10ｍ、または息継ぎをしながら25ｍ以上泳げる人

【募集期間】４月１日から随時

【参 加 料】 2，200円（施設使用料）と、スポーツ安全保険料の800円 ※要振込み手数料

※クラブの授業時間は、１９時～２０時です

♥



４月から環境が変わり、新生活がはじまります。 規則正しい生活習慣を心がけましょう！

早 寝 早 起 き 朝 ご は ん

学校行事予定
SCHOOL
INFORMATION

－４－

各小中学校

入 学 式

入 学 式

長期乗船実習

厚岸小学校

避 難 訓 練

（地震津波）

☆ 児童・生徒の皆さんも、 様々な活動をしています！

各学校での取り組み等をご紹介します。

全国学力・

学習状況調査

全国的な児童生徒の学

力や学習状況を把握・

分析し、教育施策の成

果と課題を検証し、改

善を図るため、全国の

小学校６年生と中学校

３年生を対象に行われ

る調査です。

調査科目は国語・算数

（数学）・理科。

当クラブでは、海事及び科学教育を通して交流を図るとともに、地域に根ざした活動の中で、

自分ができることを自ら取り組もうという心や、仲間と協力することの大切さを学びます。

町内のメンバーと一緒に、科学実験や工作、自然体験を通じて、楽しく学びながら交流を深めませんか？

【対 象】 町内の小学校４年生～６年生

【活動期間】 令和４年５月～令和５年３月（毎月１回を予定）

【活動内容】 カヌー体験、歴史探訪、土器づくり、科学実験教室 など

【募集人数】 １０名（先着順）

【応募締切】 ４月２２日（金）まで

【 申 込 先】 厚岸町海事記念館 電話52-4040 

厚岸町の無形文化財、「厚岸かぐら」の団員を募集中です！

この町に古くから伝えられ、現在も守られている伝統ある舞を、「伝える側」になってみませんか？

【対 象】 町内の小学生から高校生

【活動内容】 日頃の練習の成果を、「町民文化祭」や「こう福祉」などの

機会に披露します！

【応 募】 随 時

【申 込 先】 厚岸町海事記念館 電話52-4040 

真龍小学校

不審者侵入訓練


