
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

各中学校の代表生徒が、家庭・学校・地域や少年団活動など様々な日常体験を通して、日頃

考えていることなどを提言します。

本大会の最優秀者は、続く釧路地区大会、地区大会最優秀者は全道大会へと進みます。

大人が普段忘れがちな、新鮮な感覚・斬新な考え方には、毎年とても良い刺激をもらいます。

ぜひ、多くの方にお聴きいただければと思います。

※本大会は新型コロナウイルス感染対策を講じて行いますが、感染状況によっては実施方法の

変更・来場者の制限をさせていただく場合がございます。ご了承ください。

【日 時】 令和４年５月２８日（土） 午前１０：３０～
【会 場】 真龍小学校 １階 多目的ホール

【その他】 実施方法が変更になった場合は、ポスター・IP告知・防災無線等で周知します。

４月９日（土）真龍小学校の家庭科室において、

『フライパンでパンづくり講座』を開催しました♪

講師として、釧路市在住の「おうちパンマスター」、

下鳥 洋美さんをお迎えし、午前・午後のコースに分

けて、シンプルなパンと、チーズパンの２種類を作

りました！

室内中、パン屋さんのような良い香りに包まれ、溶ける

チーズの香りも相まって･･･とっても幸せな空間でした♥

おうちでパンを焼けるなんて、最高ですね♪

自宅以外でも、キャンプや災害時なんかにも活用できる

パンづくり。またぜひ開催したいと思います！！

↑まぁるい焼きたてパン。

左がシンプルパン、

右がチーズパンです♥

厚岸町では、社会教育を行う人に対し、専門的技術的な助言と指導を

するため、『社会教育主事（補）』を生涯学習課に配置しています。

今年度、新たに社会教育主事として着任した内藤さんをご紹介します！

Ｑ1. フルネーム

内藤 碩人（ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾄ）

Ｑ2. 出身地

別海町

Ｑ3. 趣味・特技

お料理。作ったことのない料理を、

レシピを調べて挑戦するのが好きです。

Ｑ4. 持っている資格

社会教育主事、保育士、幼稚園教諭、

音楽療育士、園芸療法士、弓道初段

Ｑ5. どんな社会教育主事になりたい？

町民の方々と一緒に、学び楽しめる社会教育

主事を目指します。

Ｑ6. 厚岸町の皆さんへ一言！

社会人１年目、早く慣れられるよう毎日頑張っ

ていますので、あたたかい目で見守っていただ

ければ幸いです。



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】 ５月13日（金） 19：00～19：30

【内 容】 「バイオレント・ユニバース

～ 牙をむく宇宙 ～ 」

【日 時】 ５月27日（金） 19：00～19：30

【内 容】 『いのちの女神「おとめ座」』

※幼児・低学年向け番組です。

※いずれも 定員は40名（申込不要）です。 中学生以下の方は保護者同伴の上ご来場ください。

【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】５月13日（金）18：30～20：30

５月14日（土）13：30～15：30

【上映作品】「じゃじゃ馬ならし」

【日 時】５月14日（土）、28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 ５月 巡 回 日 程
☆ 11日（水）・２５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)

☆ 12日（木）・２６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) ⇒ 【26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) ⇒ 【26日のみ】ｶﾄﾘｯｸ幼稚園(14:55-15:15) ⇒ 真龍中学校(15:30-15:45)

☆ １7日（火）・31日（火）
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)

☆ １３日（金）・２７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) ⇒ 【13日】子夢希児童館・【27日】友遊児童館(15:00-15:20)

☆１９日（木）
START: 厚岸小学校(13:10-13:30) ⇒ 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)

５月7日(土)
「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂

漠ばくもなか」

【上映時間】 13：30～15:00

５月21日(土)
「こびと観察入門 ハナガシラ・

キノコビト・バイブスマダラ」

【上映時間】 13：30～14：00

今年（2022年）３月１２日をもって廃止となった ＪＲ花咲線

「糸魚沢駅」に関する寄贈資料を展示し、その歴史を辿ります。

１０３年間に及ぶ営業の軌跡を、この機会に是非 ご覧ください。

【開催期間】４月29日（金）～５月22日（日）

【 時 間 】午前９時～午後５時まで

※海事記念館の休館日（月曜、祝日の翌日）を

除きます。

【 会 場 】海事記念館 １階ホール↑糸魚沢駅

【日 時】５月19日～７月７日までの期間

毎週木曜、18：30～20：30（全８回）

【場 所】本の森厚岸情報間 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ実習室
【定 員】４名 ※申込〆切り：５月15日（日）

【受講料】４．０００円（別途テキスト代あり）

※応募多数の場合は町内在住の方を優先し抽選。



【日 時】 5月9日 （月） １０：３０～１１：００

【場 所】 子育て支援センター

【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！

※対象は、就学前のお子さんと保護者です。

【日 時】 5月11日 （水） １１：００～

【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【日 時】 5月27日 （金） １１：００～

【場 所】 あみか２１

【日 時】 5月18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】 5月11日（水）まで

【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

【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】 5月19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】 5月25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。

学校行事予定
SCHOOL
INFORMATION

♥

☆ 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。

【日 時】 5月27日 （金） １３：３０～１４：３０

【場 所】 あみか２１

【対 象】 生後6ヶ月までの赤ちゃんを養育している方

・翔洋高校 ・・・ ５月 １日（日）

・太田中学校・・・５月10日（火）

・厚岸小学校・・・５月25日（水）

・厚岸中学校・・・５月27日（金）

・真龍中学校・・・５月28日（土）

５月17日（火）～20日（金）

※バスで札幌方面へ♪

☆真龍小学校では、税務署の職員を講師に

６年生を対象とした『租税教室』を行います。

税金がどのように使われているのかを学習し、

また『自分だったらどう使うか』のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

も行う予定です。

晴れますように☀



スポーツ課からのおしらせ
SPORTS
INFORMATION

【問合せ・申込み先】

スポーツ課スポーツ係 TEL ５２-７７８５

温水プール TEL ５２－６６３１

－４－

【日 時】 ５月29日（日） 9:00～

【会 場】 宮園公園野球広場

【参加対象】 ・中学生以上の方

・町民または勤務先が町内の方

【申 込】 5月18日(水）までに選手名簿を

ご提出ください。

【申 込 先】 ｽﾎﾟｰﾂ課ｽﾎﾟｰﾂ係（B&G海洋ｾﾝﾀｰ）

TEL：52-7785

FAX：52-2404

【そ の 他】 ・参加者はｽﾎﾟｰﾂ安全保険等に加入していた

だきますようお願いいたします。

・監督会議を５月20日（金）18：00～に行います。

【日 時】 ５月22日（日）

・受 付 9：00～

・開 始 9：30～11：00

【対 象】 町民の方で、これからパークゴルフを始めたい方、

ルール・マナーを学びたい方、技術の向上を目

指したい方

【参 加 料】 無 料

【申込〆切】 5月20日（金）までにスポーツ課スポーツ係へ

お申し込みください。 ※先着20名

【そ の 他】 ・動きやすい服装・運動靴でご参加ください。

・小雨決行

【お問合せ】 スポーツ課スポーツ係（TEL 52-7785）

【日 時】 ６月３・10・17・24日 毎週金曜日（全４回）、 19：00～20：00

【対 象】 町内の高校生以上の方

【参 加 料】 高校生 220円/回、 一般 330円/回 （※施設利用料として）

【定 員】 先着１０名

【募集期間】 ５月２６日（木）～６月２日（木）まで

【申 込 先】 温水プール TEL：52-6631

【日 程】 ５月13・20・27日・6月3日

（毎週金曜、全４回）

【時 間】 A班）15:00～15:45

B班）16:00～16:45

【対 象】 来年度就学予定の

町内幼児（年長）

【参加料】 無 料

【募集期間】 ５月５日（木）～12日（木）

【日 程】 5月24・31日、6月7・14日

（毎週火曜、全４回）

【時 間】 A班）15:00～15:45

B班）16:00～16:45

【対 象】 町内在住の小学１年生

【参加料】 110円/回

（施設利用料として）

【募集期間】 ５月15日（日）～22日（日）

【日 程】 5月18・25日、6月1・８日

（毎週水曜、全４回）

【時 間】 15:00～15:45

【対 象】 町内在住の小学２年生

【参加料】 110円/回

（施設利用料として）

【募集期間】 ５月17日（火）～24日（火）

【日 程】 ５月11・18・25日・6月1日 （毎週水曜、全４回）

【時 間】 19：00～20：00

【対 象】 町内の高校生以上の方

【参加料】 高校生 220円/回、 一般 330円

【募集期間】 ５月３日（火）～10日（火）

☆各コースの定員は１０名ずつです。

先着順となっておりますので、

レッスンをご希望の方は 募集期間

中にお早めにお申込みください♪

☆腰や足への負担を少なく運動ができる

温水プール、是非ご利用ください！


