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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

6月の生きがい大学はコロナ対策のため、

2日（木）と17日（金）の2回に分けて行います！

ヨーガか小物づくり、好きな方の活動を選べます。

ヨーガは椅子を使って行い、小物づくりは

アイピロー（目元用カイロ）を作ります！

お昼は給食を食べます。出席される方は楽しみ

にしていてください！

残念ながら欠席される方は、

次の生きがい大学でお会いできることを、

職員一同楽しみにしております！

生きがい大学は、65歳以上の

町民の方は誰でも入学できます。

気になった方は、67－7700

までお気軽にお電話ください。

～お知らせ～

今年度の『 友好都市子ども交流事業』 は、

残念ながら中止となりました。

来年こそは・ ・ ・ ！

【 日 時】 ①6月18日（ 土） 10： 00～11： 30

デザイン決め・ 形作り

②7月 9日（ 土） 10： 00～11： 00

釉薬掛け

（ 上記の日程で製作した作品を、

後日本焼きしてお渡しします。）

【 場 所】 真龍小学校 ２階 図工室

【 内 容】 お皿作り

【 講 師】 戸田 恵 氏

【 対 象】 高校生以上の町民の方

（ 定員： ６名 ※先着順）

【 申 込】 6月3日（ 金） ～9日（ 木）

【 お申込み・ お問合せ】 生涯学習係（ 67-7700）

大きさや形、模様などデザインを

自分で決められます。お気に入りの

お皿を、優しい先生と一緒に

作ってみませんか？

待ちに待った開講決定！

受講者募集！参加料は無料です！

託児あります！要事前予約ですので、

お申込み時にお伝えください。

5月28日（ 土） に行われた少年の主張大会の結果を

お知らせします。

最優秀賞 『 命との共生』

真龍中学校2年 桑田 羽琉さん

優秀賞 『 下手ならなんだ。』

太田中学校3年 木村 翔さん

優秀賞 『 今日という一日を大切に』

厚岸中学校3年 柿﨑 はづきさん

各中学校の代表生徒が、日常体験を通して、日頃考えて

いることなどを提言してくれました。

どの発表も考えさせられる内容で、共感でき、感動で

涙する人もいるほど、素晴らしい発表ばかりでした。

出場者５名の皆さん、ありがとうございました！

そして受賞された３名の方々 、おめでとうございます！

本大会で最優秀賞を受賞した桑田さんは、7月に行われる

釧路地区大会に推薦され、その最優秀者は全道大会へと

進みます。

応援をよろしくお願いします！



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

【 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）

【 上映作品】 「 けんかえれじい」

【 日 時】 ６月10日（ 金） 19： 00～20： 30

６月11日（ 土） 10： 30～12： 00

【 日時】 ６月25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 ６月 巡回日程
☆８日（水）・２２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)

☆９日（木）・２３日（木）
START: ｸﾞﾙ ﾌーﾟﾎ ﾑー（門静）(10:15-10:30)⇒ 在宅老人ﾃﾞｲｻ ﾋーﾞｽ(13:15-13:25) ⇒ 【23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) ⇒ 【23日のみ】ｶﾄﾘｯｸ幼稚園(14:55-15:15) ⇒ 真龍中学校(15:30-15:45)

☆１５日（水）・２９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)

☆１０日（金）・２４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) ⇒ 【10日】子夢希児童館・【24日】友遊児童館(15:00-15:20)

☆１６日（木）・３０日（木）
START: 厚岸小学校(13:10-13:30) ⇒ 【30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)

６月４日(土) 「劇場版 トムとジェリーの大冒険」
【上映時間】13：30～15:00

６月18日(土) 「おしりたんてい⑮
～ﾌﾟﾌ ｯ゚ おりのなかのけいかく～」

【上映時間】13：30～14：30

【 日 時】 ６月11日（ 土）

【 場 所】 本の森厚岸情報館２階会議室
【 内 容】 ①おはなし会（ 13： 30～14： 00）

ﾊﾟﾈﾙｼｱﾀ 『ー ほっぺがおちるよ』 、

大型絵本『 おかしなかくれんぼ』 ほか

②工作会･･･ねんどでつくる！おかしやさん

14： 10～15： 40（ 定員15人・ 申込の先着順）

※工作会は事前に申込が必要です（ 情報館）

高橋英樹主演

1966年公開の名作！

【日 時】６月18日（土） 8：00～12：00

【集合場所】海事記念館

【参加料】 200円（保険料）

【対 象】 町内在住の小学４年生以上の方

【定 員】 12名（先着）

【募集期間】６月３日（金）～10日（金）

【日 時】①６月17日（金） 18：30～

②６月18日（土） 10：00～

【場 所】 海事記念館２階プラネタリウム室

【定 員】各回40人（先着順）

【募集期間】６月16日（木）まで

【期 間】６月４日（土）～７月24日（日）

【時 間】９：00～17：00

【場 所】海事記念館 1階ホール

【無 料】無 料

① 『いきもの目線～動物ぐるり！超接近～』

【日時】６月10日（金） 19：00～19:.30

② 『天の川を旅して』

【日時】６月24日（金） 19：00～19：30

入館料

観覧料

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

あみか21からのおしらせ
HEALTH AND WELFARE
INFORMATION

【問合せ・申込み先】

あみか２１(保健福祉課) ℡５３－３３３３

【日 時】 6月15日（水） 10:30～
【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 避難訓練

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 6月8日〆切

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】 6月８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】 6月24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】 6月9日（木）

【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

及び専門相談をおこないます。

【申 込】 早めに保健師まで相談・連絡をしてください。

【日 時】 6月10日（金） 10：30～11：00
【場 所】 あみか２１

【内 容】 保健師、栄養士への相談や身長・体重の

計測ができます。

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【日 時】 6月22日（水）

【場 所】 あみか２１

【内 容】 赤ちゃんの成長の確認と、保健師や

栄養士による専門相談をおこないます。

※開始時間については、

対象の方へご案内をしています。

－３－

厚岸町内の中学生が海事記念館にて、

『オーロラ映像上映会

～オーロラが語りかけるすてきなメッセージ～』

を鑑賞します。 詳しくは第２面海事記念館の欄をご覧ください！

今月の学校行事
SCHOOL

☆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。

厚岸小学校 スポーツDAY 6月11日
真龍小学校 運動会 6月11日
太田地区 小中合同運動会 6月12日

頑張れ！

6/18～19 野球・卓球

6/25～26 陸上・バドミントン・サッカー

6/25 柔道

7/ 2～ 3   バレー・バスケット・サッカー

中体連

企業実習（ ２年生）

６月22日（ 水） ～ 24日（ 金）

☆町内の各企業で実習を行います。

３校クリーン大作戦

☆厚岸小・ 厚岸中・ 翔洋高校

３校の児童・ 生徒さんが、

湖南地区の清掃活動を行います。

６月28日（ 火）



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

－４－

【日 程】６月９・16・23・30日 ※毎週木曜、全４回

【時 間】 19：00 ～20：00

【対 象】 町内在住の高校生以上の方（定員：１０名）

【募集期間】６月１日（水）～６月８日（水）

【参加料】 高校生220円/回、一般 330円/回（施設使用料として）

【申込先】 温水ﾌﾟー ﾙ 52-6631

【日 程】６月30日・7月7・14・21日

（毎週木曜、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

町内在住の幼児（年長）

【参加料】無 料

【募集期間】６月22日（水）～29日（水）

【日 程】７月1・８・15・22日

（毎週金曜、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】６月23日（木）～30日（木）

【日 程】６月29日・７月６・13・20日 （毎週水曜、全４回）

【時 間】 昼の部：15：00～16：00

夜の部：19：00～20：00

【対 象】 町内在住の高校生以上の方

【参加料】高校生220円/回、 一般 330円/回（施設使用料として）

【募集期間】６月21日（火）～28日（火）

☆各コースの定員は

１０名ずつ（ 先着順） 。

レッスンをご希望の方は

募集期間中に温水ﾌ゚ ﾙーへ

お申込みください♪

☆2歳～満３歳の未就園児のお子様を対象にした『 ピッコリーノく らぶ』 は、年４回実施します！

親子でカトリック幼稚園に遊びに来てみませんか？ 今回は、カリキュラム第１回目のお知らせ

【 開催日】 ６月２８日（ 火） 10： 00～11： 00

【 内 容】 七夕まつり体験（ ちょうちん作り）

【 持ち物】 上靴、飲み物（ 水かお茶）

【 その他】 保護者の方は１名まで

【 お申込】 回ごとに事前予約が必要です。（ 回数に制限なし）

お申し込み前日12時までにお願いします。

【 申込先】 厚岸カトリック幼稚園

TEL ５２－２０５７

☆カヌー、ヨットの基本からスタート！

参加は無料です！！まずは体験から♪

【 日 時】 毎週土曜日（ ６月～９月） 13： 30～16： 00

【 場 所】 B＆G海洋センター艇庫（ 厚岸大橋たもと： 港町）

【 服 装】 水に濡れても良い服装、着替えを用意してください。

【 その他】 ライフジャケットを着用しますので、安心してご参加ください。

【 申込・ 問合先】 B&G海洋センター TEL 52-7785まで


