
■旭川ジュニア吹奏楽団
定期発表会
４月３日㈰　午後２時開
演／ 公会堂（常磐公園）
／ 500円／ 新小学４年
生～新中学３年生の団員募
集。詳細は問い合わせを／
畑中 090・7645・5690
■中央公民館芸能発表会
民謡や歌謡、舞踊、吹奏
楽等の発表／ ３月27日㈰
午前10時開演／ 公会堂（常
磐公園）／ 田坂 26・31
91
■産後ママのためのエクサ
サイズ〜ベビーダンス
赤ちゃんを抱いて親子で
踊る／ ①４月11日㈪　②
４月19日㈫　午前10時～11
時30分／ ①amie工房（旭
町２の12）　②新旭川地区
センター（東６の４）／
３か月～１歳半の子と保護
者／ 各８～12組／ １組
1,000円／ 氏名と電話番
号を記入し、電子メールで
中島（ babydance_yuki
ko＠yahoo.co.jp　 070
・5288・7008)
■くらしの無料法律相談会
行政書士による相続・離
婚・各種許認可申請等の相
談／ ４月～６月の第２火
曜日　午後１時～３時40分
／ 末広公民館（末広１の
２）／ 行政書士会旭川支
部 56・5630
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体育館（花咲町５）ほ
か／

各回150円／ 三井 33・
1253
■家庭生活カウンセリング
研修講座の２級サテライト
受講生募集
４月21日～11月末の毎週
火・木曜日　午後６時30分
～８時30分／ Ｃ

コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ
（宮前１の３）／ 68,040
円／ ４月20日㈬までに北
海道家庭生活総合カウンセ
リングセンター 011・251
・6408
■年金受給者の会会員募集
パークゴルフ、日帰り・
湯治旅行、カラオケ大会ほ

か

／ 年金受給者／ 年2,000
円／ 食事・買物等の割引
き特典あり／ 旭川年金受
給者協会　中西 61・5051

■陸上自衛隊
第２師団写真展
３月19日㈯～26日㈯／
アッシュアトリウム（１の
７）／ 土・日曜日には音
楽隊の演奏や装備品の展示
あり／ 第２師団広報室
51・6111
■求職者支援訓練
無料説明相談会
３月22日㈫　午前10時か

ら

／ ＰＣカレッジメディア
旭川校（４の17）／ パソ
コンスキルを学び就職した
い方／ 20人／ 同校 26
・0387
■困りごとなんでも相談会
＆
アンド

学習会
社会福祉士、医療ソーシ
ャルワーカーによる困りご
と相談／ ３月26日㈯、４
月16日㈯　午後１時30分～
４時／ 中央公民館（５の
20）／ 北海道社会福祉士
会 090・6440・1974
■旭川市森林組合の催し
①しいたけ栽培講習会　
②初心者そば打ち講座／
①３月24日㈭　午後１時30
分～３時、５月７日㈯　午
前10時～12時　②４月５日
㈫　午前10時～12時／ 旭
川市森林組合（工業団地３

■自衛官を募集
①予備自衛官補（一般）　
②自衛隊幹部候補生／ 日
本国籍を有し、①７月１日
現在18～33歳の方、②平成
29年４月１日現在22～25
歳の大学卒業の方（見込み
を含む）または27歳以下の
大学院修士学位取得者（見
込みを含む）／試験日＝①
４月17日㈰　②５月14日㈯
・15日㈰（15日は飛行要員
のみ）／ ①４月８日㈮、
②５月６日㈮までに自衛隊
旭川地方協力本部募集課
51・6055
■国税専門官を募集
昭和61年４月２日～平

成７年４月１日生まれの方
平成７年４月２日以降生
まれで、大学を卒業した（見
込みを含む）方／１次試験
日＝５月29日㈰／ ４月１
日㈮～13日㈬にインターネ
ットから札幌国税局人事第
２課 011・231・5011
■旭川遠友塾の生徒募集
　住所や国籍等にかかわら
ず、様々な理由で学校に通
えなかった方や、中学卒業
後でも、もう一度基礎的な
勉強をしたい方の自主夜間
学校です。／ ４月からの
毎週土曜日　午後４時30分
～６時45分／ 旭川医療情
報専門学校（９の11）／
若干名／ 年5,000円／
賛助会員（１口年1,000円）、
ボランティアスタッフも募
集／ ３月25日㈮までに豊
島 84・5015
■Ｙ

ヨ サ コ イ

ＯＳＡＫＯＩソーラン
祭り市民審査員を募集
６月11日㈯・12日㈰（い
ずれか１日）／ 札幌市内
／ 中学生以上でチーム関
係者以外の方／ 130人（抽
選）／ ４月22日㈮までに
同実行委員会　白取 011
・231・4351
■ソフトバレーボール
普及講習会の受講生募集
毎週火・金曜日　午前10
時か

ら、午後７時か
ら／ 総合

の１）／ 20歳以上／ ①
各30人　②10人／ ②600
円／ 同組合 36・4268
■旭川医療センター
がん患者・家族サロン
スキンケアに関するミニ
講座ほ

か／ ３月25日㈮　午
後１時～３時／ 同センタ
ー（花咲町７）／ がん相
談支援センター 51・3161
■カナダ・オーストラリア
留学相談会
３月26日㈯　午後０時30
分～３時／ 国際交流セン
ター（１の８　フィール旭
川７階）／ 高校生以上／
３月25日㈮までに北海道
留学センター 011・825
・7701
■旭川南高校の催し
①吹奏楽部スプリングコ
ンサート　②文化部合同春
フェス／ ①３月26日㈯　
午後２時開演　②３月30日
㈬　午後１時30分開演／
①Ｃ

コ

ｏＣ
コ デ

ｏＤｅ（宮前１の
３）　②公会堂（常磐公園）
／ ①整理券あり／ 同校
西條 65・8770
■旭川東高校音楽部
定期演奏会
合唱／ ３月27日㈰　午
後２時開演／ 大雪クリス
タルホール（神楽３の７）
／ 一般500円、高校生以
下300円／ 同校　菊田
23・2855

●募　集●

●催　し●

サークル会員募集

女子ソフトテニス
宮岸　090・1525・0791

毎週火・金曜日
10：30～12：30

花咲スポーツ公園テニ
スコート（花咲町１）

チアリーディング
中村　080・1958・9439

不定期土曜日
9：00～11：00

ときわ市民ホール
（５の４）

中国語
大泉　48・7691

毎週日曜日
10：00～11：15

永山住民センター
（永山７の４）

絵画（油彩・水彩）
水上　62・0473

毎週月曜日
17：50～20：30
毎週水曜日
13：00～17：00

大成市民センター
（６の14）

ストレッチ・フォークダン
ス・ミニバレー
森田　090・2692・8555

毎週木曜日
13：00～15：40

大成市民センター体育
館（６の14）

一人踊りと社交ダンス
松島　54・0814

毎週火曜日
13：00～15：00

市民生活館
（緑町15）

剣道
上西　080・6092・4235

毎週月・土曜日
18：30～20：30

千代田小学校
（東光８の３）

と　　き内　容　・　連　絡　先 と　こ　ろ

　内容　　日時　
　会場　　対象　
　定員　　料金　
　講師　　その他
　詳細　　申込

●参加料等の記載がないものは
無料ですが、入館料が必要な
場合があります

●申込みで抽選などの記載がな
いものは先着順です市民の皆さんから寄せられた情報を掲載しています。市民の皆さんから寄せられた情報を掲載しています。


