
生涯学習係からのおしらせ
LIFELONG LEARNING
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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

『東日本大震災』の教訓を忘れず、町民一人一人の防災に対する意識を高め、非常時に適切な避難行動を促すために、

防災標語を募集します。用紙に標語、氏名、住所、電話番号を明記のうえ、応募箱に投函してください。

用紙と応募箱は、下記に設置してあります。

○設置場所：役場１階町民ホール（教育委員会コーナー）・情報館・湖南地区出張所カウンター

○ テーマ：地震、津波、避難行動など広く防災に関すること

○応募締切：７月１５日（金）

○お問合せ：教育委員会生涯学習課 TEL ６７－７７００

９月に開通５０周年を迎える厚岸大橋にちなんだ内容

を企画しました！

【日時】７月７日(木)・２１日(木)

(感染症対策のため、２回に分けておこないます)

【会場】真龍小学校

【内容】・歴史講座『厚岸大橋の歴史』

海事記念館の学芸員さんのお話を聴きます。

・部活動『厚岸大橋を描く』

パステルという画材を使って指で描きます。

入学希望の方は生涯学習課まで！

電話 ６７-７７００ ファックス ６７-７７０１

６月２日と１７日の２回に分けて、生きがい大学の

第２回学習会をおこないました。

保健福祉課の社会福祉士による

介護予防講座を聴きました。メモ

をとったり、頷いたり、「へ～」

と感心の声も上がり、皆さん真剣

に受講されていました。

部活動でヨガを選んだ学生さん

です。椅子に座ってできるヨガを

学びました。

無理せず続けて、元気な体を

目指しましょう！

部活動でアイピロー作りを選んだ

学生さんです。「久しぶりの裁縫

で目が疲れた」という学生さんは

是非手作りアイピローをご活用

ください！

受付開始後、即定員！大人気の講座となりました！

6月18日に第１回陶芸体験講座をおこないました。

第２回陶芸体験講座では、今回成形したお皿に、釉薬と撥水剤をつける体験をします。

北海道の価値を見つめ直し、これからの北海道を考える日

１８６９年(明治２年)、北海道の名付け親とされる松浦武四郎が、明治政府に「北加伊道(ほっかいどう)」という

名称を提案した７月１７日は、「北海道みんなの日」、愛称「道みんの日」です。

北海道の魅力と価値を再発見し、北海道を誇りに思う心を育み、より豊かな北海道を築き上げることを期する日

として平成２９年に制定しました。

お昼は給食を食べます！

写真は前回の給食です。次の献立も楽しみですね！

平たく伸ばした

粘土を好きなお皿の

形にしています。

写真右の戸田先生に陶芸を

教えてもらいました。

受講者さん一人ひとりに優しく

教えてくれる先生のお陰で、

楽しい講座となりました！

受講者さんの好きなように

柄や模様を付けて、世界に

１つのお皿を成形しました。

完成が楽しみですね♪

☆入賞者には賞状および

副賞の防災グッズを贈呈します



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－

情報館からのおしらせ
LIBRARY
INFORMATION

正解者には、うみえもんグッズや雑誌の付録などをプレゼント!

【期 間】 7月23日（土）～8月14日（日）

【日 時】 7月28日(木) 【日 時】 8月 7日(日)

10：15～11：46 10：15～11：39

【作 品】『モンスターホテル』 【作 品】『スチュアートリトル』

パネルシアター『厚岸湖のカキ島のはなし』の上演や読み聞かせ、

「牛乳パックで射的をつくろう！」の工作会をおこないます。

【日 時】 おはなし会 10：15～10：35

工作会 10：45～12：00

おはなし会 13：30～13：50

工作会 14：00～15：15

【工作会定員】 各15名(受付先着順)

【受 付】 情報館本館・分館カウンター またはTEL52－2246

【場 所】 情報館２階ベランダ(雨天時はギャラリー)・会議室

厚岸情報館図書館バス ７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日のみ】子夢希児童館・【２２日のみ】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)

本・CD・DVDを定価の1割で販売します。

【日 時】 7月24日(日)10:00～14:00

【場 所】 くらしの交流ひろば ※雨天の場合は中止

【主 催】 本の森の住人

※古本市に出品する、本、漫画、CD、DVDなどを募集しています。

(雑誌、辞典、事典はお受け取りできません)

量が多いときは、取りに伺いますので、職員にお申し付けください。

7月18日(月・祝)〆切り

応募されたメッセージは、８月５日に開催予定のプラネタリウム

夜間投影で紹介します。どなたでも応募できます！

５０字以内のメッセージとペンネームを記載し、ご応募ください！

【応募方法】 ・✉k-kaiji@akkeshi-town.jp

・FAX 0153-52-4040

・郵送先 厚岸町真栄３丁目４番地

・海事記念館窓口へ直接持ち込みも可

【締 切】 ７月２７日（水）

①【日 時】 ７月８日（金）19:00～19:40

【番組名】『カムィからの教え

～漁を伝える曳き網の星』

②【日 時】 ７月２２日（金）19:00～19:40

【番組名】 『天の川を旅して

～アイヌ民族星ものがたり（夏）～』

７月２３日(土)から８月１６日(火)までの期間のプラネタリウム

投影時間をお知らせします。

※中学生以下の方は、夜間投影の際、保護者の同伴が必要です。

『小惑星リュウグウとはやぶさ展』
小惑星リュウグウのサンプルのレプリカの展示と、

小惑星リュウグウやはやぶさの紹介をしています。

【期 間】 7月17日（日）まで

『かるたでよみとく わたしと世界のつながり展』
私たちの暮らしと、地球の資源や生態系等の

関わりを考えてみませんか？

【期 間】 7月24日（日）まで

【お知らせ】本年の本の森フェスティバルは、新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため中止します。

【場所】情報館２階視聴覚室

今年のぬりえは、厚岸大橋を渡るくじらくんファミリーが

描かれています。参加賞・くじらくん賞などをご用意しています。

大人も参加できます。

【台紙配布期間】 7月1日(金)～7月31日(日)

【台紙配布先】 本館・分館カウンター

※図書館バスでの受け取り可能(要事前予約)

【作 品 締 切 】 7月31日(日)

【展 示 期 間 】 コンクール発表８月５日(金)～８月２１日(日)

情報館本館にて開催します！

7月23日(土)

8月 3日(水)

 

時間 タイトル 実施曜日 

 『夏の星座と七夕物語』 

(低学年・幼児向け) 

 

 『カムィからの教え 

～漁を伝える曳き網の星』 

 

 

 

『バイオレント・ユニバース 

～牙をむく宇宙～』 

 

『いきもの目線 

～動物ぐるり！超接近～』 

 

 『天の川を旅して 

～アイヌ民族星ものがたり(夏)～』 

 

『天の川を旅して 

～南半球の星空～』 

 

 

11：00 

13：30 

14：30 

15：30 

毎 日 

毎 日 

火・木・土 

水・金・日・祝 

火・木・土 

水・金・日・祝 

【問合せ・申込み先】

本の森 厚岸情報館 ℡５２－２２４６



【日 時】 ７月１１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】 ７月６日 （水） １１：００～

【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【日 時】 ７月２２日 （金） １０：３０～

【場 所】 あみか２１

【日 時】 ７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】 たなばた遊び

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【申 込】 ７月２０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】 ７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。

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】 ７月２０日 （水）

【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】 対象となる方には、個別にご案内をしております。

♥

【日 時】 ７月２９日 （金） １３：３０～

【場 所】 あみか２１

【内 容】 ベビーダンス・妊娠期～産褥期簡単エクササイズをおこないます。

【対 象】 妊娠20週以降の妊婦さん・1歳半以下のお子さんがいるお母さん

【定 員】 7名（定員になり次第受け付け終了)

○修学旅行(太田中学校・真龍小学校)

太田中学校２・３年生は

７月５日から札幌・小樽等道央方面へ、

真龍小学校６年生は

７月７日から網走方面へ行きます。

○門静浄水場見学(町内小学４年生)

○地引網体験(真龍小学校３年生)

各学校は、水泳教室も始まります。

楽しく、学びある授業となりますように！

気をつけて、いってらっしゃい！

厚岸町内の小中学校は7月23日(土)から、

翔洋高校は7月28日(木)から、夏休みに入ります。

暑さに負けず、遊んで、勉強して、部活して、

充実した夏休みにしてください！

夏休みは是非、2ページ記載の

海事記念館や情報館のイベントに

参加しませんか！

翔洋高校は７月１5日(金)～１6日(土)まで、

翔洋祭を開催します。

一般の方は、16日（土）の缶詰販売を含む

一般公開に参加できます。

※検温や消毒等、感染症対策をおこなっております。

天候に恵まれますように！

頑張れ！



－４－

☆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２回目のお知らせです♪

【開催日】７月２６日（火） 10：00～11：00

【内 容】砂場あそび

(雨天時は園内で「紙をちぎって遊ぼう♪」)

【持ち物】帽子、着替え、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）

お申し込みは前日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

申込みは必要ありません！お気軽にご参加ください

【日 時】７月５日(火) １７：３０～１８：３０

【対 象】幼稚園・保育所の年中・年長児、小学１年生

【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はなく、走る・投げるなど様々なことをおこないます。

【持 ち 物】室内用運動靴、飲料水、タオル

【参 加 費】スポーツ保険に加入する場合は、800円

※3月30日まで適用となります。体験会後、正式に入会してからも有効です。

※保険を掛けないこともできます。その場合は無料

【そ の 他】当日撮影した写真は事業報告書、Facebook等で使用いたしますのでご了承願います。

【問 合 せ】監督 宗石(090-8906-1685) 父母会 住川(090-8630-8769)

－４－

問合せ・申込みについては、

各施設等へご連絡ください


