
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

☆筆ペンを自由に滑らせ、絵を描くように文字を描きます。

文字や絵の上手・下手は全く関係ありません、誰でも

すぐに「味のある」素敵な作品を描けます！！

○ 毎月第２・４土曜日 14:00 ～ 15:30

○ 受講料 1,600円/月

☆初回は無料体験を受講していただきます。

☆お問合・お申し込みは 67-7700 生涯学習係まで！

☆釧路・根室管内の絵手紙サークルの作品が、管内を巡回する、

「釧根『絵手紙』移動展が、今年も厚岸町にやってきます！

毎年心あたたまる作品ばかりで、癒やされること間違いなし！

是非、ご来場ください♪

○ 開催期間： 9月27日(火)～ 10月2日(日)

○ 会 場 ： 本の森 厚岸情報館２階

☆ 海事記念館で施設見学とプラネタリウムを

楽しんだ後は、７月に描いた「厚岸大橋」の

絵画展を観覧しに行きます♪

「行ってみたい」という方は是非、生涯学習課

（67-7700）まで、お気軽にお電話ください！

『少年の主張』厚岸町大会で最優秀賞を受賞した

真龍中学校２年 桑田羽琉さん。続く釧路地区大会

において、『優秀賞』を受賞されました！

『命との共生』と題した発表は、ペットの殺処分

と正面から向き合い問題を提起した、素晴らしい

主張でした。桑田さん、おめでとうございます！

☆ 8月28日(日)、午前・午後に分けて｢フラ

ワーアレンジ」の体験講座を開催しまし

た！計８名の方にご参加いただき、コーン

型の花入れにバランスを見ながらお花を

セットしていきました♥ どれもとっても可

愛くて、お花のアイスクリームみたいでし

た♪講師の渡部先生、受講者の皆さま、本

当にありがとうございました！



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

「厚岸・国泰寺の２００年

－ 祈りの造形（かたち）地域の記憶 －」＠釧路芸術館
「蝦夷三官寺」の一つであり、北海道遺産にも選定されている当町の『国泰寺』に関する、

大変貴重な資料が展示されます。歴代の住職らが書き綴ってきた「日鑑記」などの重要

文化財23件も展観されます！ この機会に是非、ご覧ください！！

【開催期間】9月17日（土）～１１月２３日（水・祝）まで

（※休館日：月曜日・9/20・10/11）

【観 覧 料】 一般 800円、高大生 300円、小中生 100円

【問 合 先】北海道立釧路芸術館（ＴＥＬ 0154-23-2381）

プラネタリウム

秋番組スタート！

９月からは、新たに『秋の星座を

巡る～はやぶさ２で探る生命の起源～」

を上映します。

入館料・観覧料は無料です。

夜間投影の場合、中学生以下は保護者同伴で。

９月の夜間投影

① ９月16日（金）19：00 ～ 19：30

「いきもの目線 ～動物ぐるり！超接近 ～」

（全天周、幼児・低学年向け）

② ９月30日（金）19：00 ～ 19：40

「秋の星座を巡る

～はやぶさ２で探る生命の起源～」

☆ 9月～11月のプラネタリウム番組表は、広報「あっけし」18ページをご確認ください☆

役場内に飾られている、『厚岸大橋』が描かれた作品を展示します！

【開催期間】９月１日（木）～９月19日（月・祝）まで
【場 所】厚岸情報館（本館）２階 会議室・ギャラリー

☆普段は役場庁舎内に展示されている作品です。懐かしく、美しい絵画をご堪能ください！

【日 時】９月10日(土)、24日(土)

10：30～11：00

【場 所】おはなしの部屋

【対 象】幼児～大人

【日 時】①９月９日(金)18:30～20:25

②９月10日(土) 13:30～15:25

【上映作品】「フィラデルフィア物語」

【対 象】大人

【日 時】９月３日(土) 13:30～14:00

【作 品】「おはようコケッコーさん⑤」

【対 象】幼児～大人まで

【日 時】９月24日(土) 13:30～15:30

【作 品】「キタキツネ物語」

【対 象】幼児～大人まで

図書館バスの運行時刻については、

情報館へお問合せください。



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。

【日 時】 ９月７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】 ９月30日 （金） １０：３０～

【場 所】 あみか２１

【対 象】 ０歳児から１歳５ヶ月のお子さんと保護

【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】 ９月21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。

♥

【日 時】 ９月５日 （月） １０：３０～１１：００

【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

保健師・管理栄養士への相談、

身長・体重計測ができます！

【日 時】 ９月28日 （水） １０：３０～

【場 所】 子育て支援センター（コアぽんと内）

【内 容】 簡単なボール遊びなどを予定しています

【申 込】 ９月26日までにあみかまたは子育て

支援センターへ。

お母さんと一緒に、楽しくのびのび遊びましょ

【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

－3－

☆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３回目のお知らせです♪

【開催日】９月27日（火）１０：００～１１：００

【内 容】お店屋さんごっこ体験

【持ち物】上靴、飲み物（水かお茶）

【お申込】前日の12：00までに、下記まで

お申し込みください。

厚岸カトリック幼稚園 52-2057

【生涯学習情報紙『LL TIMES』への記事掲載について】
☆生涯学習に関する各種イベントや事業などの掲載を御希望の場合は、前月上旬までに、

生涯学習係（67-7700）までお気軽に御相談ください。



学校行事予定
SCHOOL
INFORMATION

－４－

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 TEL52-7785 ／ 温水プール ℡５２－６６３１

【内 容】宮園公園スケートリンク前を発着点とする公園内周回コース

【コース】（Ａコース）1.5キロメートル

（Ｂコース）3.0キロメートル

（Ｃコース）4.0キロメートル

【申 込】９月15日（木）までに、スポーツ課（52-7785）まで

【その他】・各コースの１位～３位の方に、賞状・トロフィーを授与

※表彰の対象についてはお問合せください。

・傷害保険等は各自でお申し込みください。

・当日（10/9（日））は、9：45スタート予定です。

中・上級者水泳教室

【内 容】個人メドレーを中心に指導

【日 程】9/27～11/22の期間、

火曜 19:00～20:00

※10/11(火・祝)を除く（全８回）

【対 象】クロール、背泳ぎ、平泳ぎで25m以上

泳げる町内在住の高校生以上の方

【申込期間】9/18(日)～9/25(日)

背泳ぎ教室
【内 容】背泳ぎの指導

【日 程】10/4～11/1の期間、

火曜 15:00 ～ 16:00

※10/11(火・祝)を除く（全４回）

【対 象】町内在住の方（高校生以下を除く）

【募集期間】9/25(日)～10/2(日)

バタフライ教室
【内 容】バタフライの指導

【日 程】10/6～10/27の期間、

毎週木曜 ①昼の部 15:00～16:00

②夜の部 19:00～20:00

【対 象】クロールで息継ぎをしながら25ｍ以上

泳げる町内在住の高校生以上の方

【募集期間】9/28(水)～10/5(水)

小学２年生水泳教室

【内 容】水慣れ遊び～泳ぎの基礎を指導

【日 程】10/7～10/28の期間、

毎週金曜 16:00～16:45（全４回）

【対 象】町内在住の小学２年生

【募集期間】9/29(木)～10/6(木)

※各教室、施設使用料のみかかります。

①小学生 110円/回 ②高校生 220円/回

③大人（一般） 330円/回☆水泳教室のお申込みは、温水プール（52-6631）へ！

☆各教室の定員は10名です。

太田小学校(9月2日)

太田小学校(９月８・９日)

厚岸小学校(９月15・16日)

真龍小学校(9月21・22日)
翔洋高校(9月28日)

厚岸小学校(9月26・27日)

☆学校においても、様々な活

動・取組をしています！その内

いくつかをピックアップしてお

知らせします♪


