
■写真道展・
道写協旭川支部展
①道展　②旭川支部展
①８／24㈮〜27㈪　②８／
28㈫〜９／2㈰　10：00〜
18：00（いずれも最終日は
17：00まで） 旭川デザイン
ギャラリー（宮下通11）
北海道写真協会旭川支部
47・0914
■がん患者・家族サロン
メイク・ハンドマッサー
ジほ

か ８／24㈮　13：30
〜15：00 旭川医療センタ
ー（花咲町７） がん相談
支援センター 51・3161
■社会保険労務士による
障害年金無料相談会
８／25㈯　10：00〜15
：00 おぴった（宮前１の
３） 予約優先 障害年金
支援の会　皆川 53・8115
■病院祭「来て見ん祭」
講演ほ

か ８／25㈯　10：
00〜15：00 旭川圭泉
会病院（東旭川町下兵村　
36・1559）
■困りごとなんでも相談会
社会福祉士等による相談
８／25㈯　13：30〜16：
00 中央公民館（５の20）
要予約 北海道社会福祉
士会　平田 090・6440・
1974
■旭川医大女声コーラス・
ソルフェージュ
「愛といのちのコンサート」
８／25㈯　14：00開演
大雪クリスタルホール（神
楽３の７） 1,000円（高
校生以下無料） 同コーラ
スの会員を募集中。毎週金
曜日19：00〜21：00に同
大学で活動 森 090・38
99・6797
■糖尿病健康セミナー
８／25㈯　14：00〜16：
00 アートホテル旭川（７
の６） 旭川医療センター
清水 51・3161
■市民サイクリング
ひがしかぐら森林公園ま
で往復 ８／26㈰ ９：30
にＣ

コ

oＣ
コ デ

oＤe（宮前１の３）

●催　し● ／15㈬から福地 090・1
303・9141
■小さなお子様を亡くされ
た家族のためのお話し会
９／15㈯　14：00〜17：
00 旭川医科大学病院（緑
が丘東２の１） SIDS家族
の会　佐藤 050・3735・
5341
■北海道樹皮絵画展示会
９／17㈪〜20㈭　９：00
〜16：30（17日は13：00
か
ら、20日は15：00まで）
市民文化会館（７の９）
髙山 52・9021
■無料法律相談
女性弁護士による離婚等
の相談 ９／21㈮　13：30
〜16：30（１人30分）
上川教育研修センター（６
の４） ６人 北海道女性
協会 011・251・6349
■石狩川クリーンウォーク
忠別川河畔の散策・ごみ
拾い ９／24㈪　12：30
〜15：00 小学生以上（小
学生は保護者同伴） 50人
集合場所＝神楽岡公園
９／20㈭までに福地 090
・1303・9141
■宅建不動産相談会
10／７㈰　13：00〜16
：30 マルウンホール（宮
下通10） ８／22㈬〜10
／４㈭に宅建協会旭川支部
39・2323
■グラフ理論入門
10／７㈰　13：30〜15
：30 10人 ９／14㈮
までに旭川工業高等専門学
校（春光台２の２　 55・
8130）

30こうほう旭川市民　2018（平成30）年◦８月

に集合。昼食持参 大塚
090・3112・2519
■旭川高砂台病院「八宝祭」
健康相談、縁日ほ

か ８／
26㈰　10：00〜14：00
同病院（高砂台１　 61
・5700）
■合唱団キレンジャク
演奏会
８／26㈰　14：30〜16
：30 大雪クリスタルホー
ル（神楽３の７） 一般1,0
00円、中学〜大学生500円
立花 090・8277・0317
■抱っことおんぶ　
全国子育て支援者向け研修
８／27㈪・28㈫（全２回）
９：30〜15：30 問い合
わせを 10人 18,500円
松澤 080・3233・81
67
■栄養士会イブニングセミ
ナー「腸内細菌と健康」
８／29㈬　19：00〜20
：30 勤労者福祉会館（６
の４） 80人 800円 旭
川医科大学病院栄養管理部
69・3085
■立川コーシン・こしら
親子会
８／31㈮　18：30開演
45人 2,000円（当日券
は500円増し） まちな
かぶんか小屋（７の７　
23・2801）
■写真・押し花二人展
９／１㈯〜30㈰　10：00
〜17：00（30日は12：00
ま
で） ぎゃらりー松葉（豊
岡８の２　 080・6073・
2780）
■演劇「ゆずり葉の季

は る

節」
９／１㈯　15：00開演
公会堂（常磐公園） 一般
1,500円（当日は500円増
し）、学生1,000円 劇団
たんぽぽ 053・461・53
95
■東洋医学一般公開講座
腰痛・膝痛改善のつぼ押
しと運動 ９／５㈬　14：
00〜16：00 Ｃ

コ

oＣ
コ デ

oＤe
（宮前１の３） 40人 理
療研修センター 011・53
3・3253

■空き家対策セミナー
９／２㈰　10：00〜12
：00 大雪クリスタルホー
ル（神楽３の７） 家を持
っている方 50人 植西
38・8333
■北彩都基金医療講演会
ｉＰＳ細胞による再生医療
９／２㈰　13：00〜15
：00 おぴった（宮前１の
３） 旭川地方腎友会事務
局 33・9083
■北海道教育大学附属旭川
幼稚園「附幼で遊ぼう」
園児と遊ぶ、育児相談ほ

か

９／５㈬　９：30〜11：
00 ２歳以上の幼児と保護
者 30組 ８／28㈫から
同園（春光５の２　 54・
3556）
■旭川医科大学公開講座
先端医療 ９／５〜10／
３の毎週水曜日（全５回）
18：00〜19：30 一般2,5
00円、高校生1,500円
８／29㈬までに同大学（緑
が丘東２の１　 68・2197）
■成年後見研修会
９／７㈮　10：00〜11
：30 Ｃ

コ

oＣ
コ デ

oＤe（宮前１
の３） 旭川こうけん人
74・4775
■セイヨウオオマルハナバ
チを捕りませんか！
持参した捕虫網で特定外
来生物の駆除 ９／８㈯　
８：00〜12：00 日の出
公園（上富良野町） 小学
生以上（小学生は保護者同
伴） 40人 50円 集合場
所＝道北アークス大雪アリ
ーナ前（神楽４の７） ８

●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。

●募　集●
項目 申込・詳細内容・日時など

　毎月第１・３金曜日　
19：00～21：00
■10人

アイヌ語
サークル
会員

■■川村カ子トアイヌ記念館
（北門町11　　51・2461）

　ものづくりを学び就職を
目指す■10／３㈬～来年３
／29㈮■求職中の方■テキ
スト代■選考日＝９／１㈯

職業訓練生
■８／27㈪までにハローワー
ク旭川　51・0176（42＃）
■■ポリテクセンター旭川
（永山８の20　　48・2327）

　簿記・パソコン等を学び
就職を目指す■10／９㈫～
来年１／８㈫　９：30～
15：55■求職中の方
■15人■テキスト代

経理事務・
パソコン実
践科受講生

■　８／22㈬～９／18㈫に
ネクストステップ　ラーニン
グカレッジ（４の７　　85・
7780）
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