
６月18日（土）に粘土から成形し、

素焼きをした後、７月９日（土）に釉薬がけをした

作品を本焼き。（真龍小学校の焼き窯利用）

７月１９日（火）に、皆さんに作品をお渡しできま

した♪焼き上がった作品はどれも、粘土だった時から

は想像もできないほど素敵な出来映え！

嬉しそうな皆さんの表情が印象的でした♥

講師の先生より、かわいい小皿のプレゼントも

あり、皆さん笑顔で講座を終えることができました♪

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

【日 時】８月28日（日）

（午前の部）10：30～12：00

（午後の部）13：00～14：30

【場 所】真龍小学校２階 図工室

【講 師】渡 部 望 氏

【内 容】ﾄﾞﾗｲﾌﾗﾜｰを使ったフラワーアレンジ体験

【受講料】1，000円/人

【定 員】午前・午後 各部 ５名ずつ

【応募期間】８月５日（金）～８月19日（金）

※ただし、定員になり次第締め切ります。

【その他】託児が必要な方はお申し込み時にお伝えください。

彩り鮮やかなお花を

楽しみましょう！

７日・21日の２回に分けて行った学習会では、

厚岸大橋の開通50周年を記念して、その歴史について

学び（講師：海事記念館小田島学芸員）、その後「パステル」

という画材を使い、厚岸大橋の絵を描いていただきました！

難しくはありましたが、さすが大学生、とても素敵な作品に

仕上げていました！

☆ 今回描いた作品は、町が主催する「厚岸大橋絵画展」に出展します！

生きがい大学の皆さんも挑戦した「厚岸大橋絵画展」に、

ご自分の作品を出展してみませんか？画材や用紙のサイズは自由、

ご家族やお友達との合作も大歓迎です！

厚岸町のシンボルを自由に描いて、是非ご応募ください！（～8/26まで）

絵画展に関するお問合せは、役場総務課広報統計係 52-3131まで！

☆ご応募いただいた方全員に、素敵なプレゼントが贈られます♪



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

【日 時】８月５日（金）19：00 ～ 19：40
【内 容】「夏の星座と七夕物語」、七夕メッセージ「星に願いを」

※幼児・低学年向け番組。

☆「星に願いを」では、町民の皆さまから寄せられたメッセージを

投影します。

【日 時】８月26日（金）19：00 ～ 19：40
【内 容】全天周番組「バイオレント・ユニバース ～牙をむく宇宙～」

☆カタストロフィ（破壊）をもたらす宇宙の姿を、迫力満点のCGで描き出します！

※入館時はマスクを着用してください。

中学生以下の方は保護者の同伴が必要です。

大人も子どもも楽しめるイベントや展示会がもりだくさん！是非 ご参加ください！！

☆夏休み期間中（7/23～8/16）、プラネタリウムは1日4回上映しています！

上映スケジュールは、先月号の『ＬＬ ＴＩＭＥＳ』に掲載しています☆

正解者にはプレゼントがありますよ♪

【期 間】８月14日（日）まで

【会 場】情報館（本館）

「厚岸湖のカキ島のはなし」の上演や読み聞かせ、

工作会では、牛乳パックで射的を作ります♪

【日にち】８月３日（水）

【会 場】情報館2階 ベランダ

※雨天の場合はギャラリー

【時 間】・おはなし会 13：30～13：50

・工作会 14：00～15：15

【工作会定員】15名（受付先着順）

【受 付】本館・分館カウンターまたはお電話

にて事前予約が可能です。

【期 間】８月５日（金）～２１日（日）

【場 所】情報館本館 ２階ギャラリー

７月に募集した、皆さんからの応募作品を展示♪

色とりどりのくじらくんファミリー、是非ご覧ください！

【日 時】８月７日（日）

10：15～11：39

【上映作品】『スチュアート・リトル』

【場 所】情報館２階 視聴覚室

【日 時】①８月12日(金) 18:30～20:25

②８月13日(土) 13:30～14:55

【作 品】「潮騒」 【対 象】大人（一般）

名作鑑賞会

【日 時】８月６日(土) 13:30～15:00

【作 品】「くもりときどきミートボール」

【日 時】８月20日(土) 13:30～14:30

【作 品】「おしりたんてい⑯

～ププッ おおぺらざのかいとう～」

【日 時】８月13日(土)、27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

☆８月の図書館バスの巡回日程は、スペースの

都合により割愛させていただきます。

停留時刻については、情報館へお問合せください。



【日 時】 ８月５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】 ８月10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】 ８月26日 （金） １０：３０～

【場 所】 あみか２１

【対 象】 就学前のお子さんと保護者

【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】 ８月25日 （木）

【場 所】 福祉センター（大ホール）

【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】 ８月24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。

♥

【日 時】 ８月８日 （月） １３：３０～１５：００

【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 小児・乳児・新生児への救命措置

【申 込】 ８月３日までに。あみかまたは子育て

支援センターへ。

いざという時、大切な命を救うためのスキルと知

識を身に付けましょう！

【母子手帳ｱﾌﾟﾘ「母子モ」】

子育てをサポートする情報満載！

是非ご利用ください！！

問合せ・申込みについては、下記までご連絡ください

今月のイベント・行事
EVENT
INFORMATION

厚岸町消費生活講演会

【日 時】８月２８日（日）１３：００～１４：３０

【場 所】本の森厚岸情報館 ２階会議室

【内 容】特殊詐欺にダマされないためのコミュニケーション術

【申 込】役場 観光商工課（52-3131）

※新型コロナウイルス対策のため、要事前予約（先着50名）

1987年4月、フジテレビアナウンサーとして入社。ワイドショーや

情報番組を担当後、20年にわたり『とくダネ！』のキャスターを

務める。2019年9月にフジテレビを退社後、2月後に血液のガン

である「悪性リンパ腫」が判明。入院・抗がん剤治療による闘病の

後「完全寛解」となり、現在はフリーアナウンサーとして活躍中です。

フリーアナウンサー 笠井 信輔 氏



学校行事予定
SCHOOL
INFORMATION

－４－☆児童・生徒の皆さんは、８月１6日（火）まで夏休みです！！

怪我や事故に気をつけて、最高の夏休みを過ごしてくださいね！！

≪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、特に喫煙・飲酒・薬物乱用は絶対にさせないようご指導願います。

■ 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。

小 学 校 中 学 校 高 等 学 校

外出時間 ○午後 ６ 時までです。 ○午後 ７ 時までです。 ○午後 ９ 時までです。

夜間外出 ○保護者同伴以外は禁止です。

飲食店等 ○保護者同伴に限ります。 ○18歳未満出入り禁止の場所、

酒類提供店は禁止

遊戯場等 ○パチンコ店等への出入りはいかなる場合も厳禁です。

ゲームセンター

ゲームコーナー

カラオケボックス
○保護者同伴以外は禁止です。

○風適法と外出時間を

遵守すること。

花火 ○必ず保護者が同伴して行いましょう。 ○市町村の条例を守ること。

魚釣り ○安全のためライフジャケットを必ず着用し、各学校のきまりをしっかりと守りましょう。

キャンプ・山登り
○保護者・教師の引率が

ない場合は禁止です。

○保護者、又は保護者に準ずる成人

の引率がない場合は禁止です。学校

に届けを出しましょう。 ○保護者等が同伴すること。

アルバイト ○いかなる場合も禁止です。
○保護者の許可を受け、

学校所定の届けを出しま

しょう。

○必ず学校の許可を得る

こと。１９時まで

交通安全 ○交通ルールや各学校の指導を必ず守り、事故をおこしたり、あわないようにしましょう。

誘惑

○見知らぬ人に声をかけられても、絶対に車に乗ったり、ついて行ったりしないこと。

○不審者による声かけや被害を受けた場合は、すぐに厚岸警察署（52-0110）に通報し、

その後、学校に連絡してください。

水泳
○プールでは施設のきまりを守り、他人に迷惑をかけないようにしましょう。

○プール以外での遊泳は絶対にしないこと。

その他

○お盆、お祭り等の特別日の夜間外出については、学校の指示をきちんと守りましょう。

○インターネットの利用は、保護者が使い方のルールを決め、正しく使用しましょう。

○外出時は、保護者の許可を受け、無断外泊はしないこと。

【問合せ】 厚岸町小中高児童生徒指導連絡協議会（事務局：厚岸中学校） TEL 52-2108

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

【内 容】水慣れ遊び、浮き方・キック

【日 程】８/23 ～ ９/13の期間

（毎週火曜）

【時 間】A班）15：00～15：45

B班）16：00～16：45

【募 集】８/14（火）～８/21（火）

【対 象】来年度就学予定のお子様

（各班 先着10名）

※参加は無料です！

【内 容】水慣れ遊び、浮き方・キック

【日 程】９/７ ～ ９/28の期間

（毎週水曜）

【時 間】A班）15：00～15：45

B班）16：00～16：45

【募 集】８/30（火）～９/６（火）

【対 象】町内の１年生の児童

（各班 先着10名）

【参加料】110円/回

【内 容】初歩的なｸﾛｰﾙ、背泳ぎ

【日 程】９/８ ～ ９/29の期間

（毎週木曜）

【時 間】19：00～20：00

【募 集】８/31（水）～９/７（水）

【対 象】町内の5・6年生、中学生

（先着10名）

【参加料】110円/回

【内 容】初歩的なｸﾛｰﾙ、背泳ぎ

【日 程】8/18 ～ ９/８の期間（毎週木曜）

【時 間】15：00～16：00

【募 集】８/９（火）～8/17（水）

【対 象】町民（高校生以下を除く）

【参加料】330円/回

【内 容】背泳ぎの指導

【日 程】9/2 ～ 9/30の期間（毎週金曜、祝日除く）

【時 間】19：00～20：00

【募 集】８/25（木）～９/1（木）

【対 象】高校生以上の町民

【参加料】大人 330円/回・高校生 220円/回


