
際交流センター（１の８　
フィール旭川７階）／ 中
学３年～高校２年生と保護
者／ 20人／ 横関 090
・2811・5807
■チャレンジ健康クッキン
グ「自宅で作れる健康食～
楽しく作って食べよう！」
５月21日㈯　午前10時30
分～午後１時30分／ ぴあ
ねっと（宮下通23）／ 12
人／ 1,000円／ ヨガ体
験あり／ ５月７日㈯まで
にぴあねっと 32・3910
■北海道医療ソーシャル
ワーク学会一般公開講演
「貧困と無縁社会」
５月21日㈯　午後１時40
分～３時10分／ 市民文化
会館（７の９）／ 一般1,0
00円、学生500円（当日券
は500円増し）／ 北彩都
病院地域医療連携室 26・
6411
■佐山雅弘ジャズソロ
ピアノコンサート
５月29日㈰　午後２時30
分開演／ 大雪クリスタル
ホール（神楽３の７）／
一般3,000円、学生2,000
円、ペアチケット（２人分）
5,000円／ シャープ 080
・5180・3599
■「ふまねっと運動」
養成講習会
①サポーター養成講習　
②インストラクター養成講
習／ ①６月４日㈯　午前
10時～午後４時30分　②６
月５日㈰　午前10時～午後
５時／ Ｃ

コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ（宮
前１の３）／ 各30人／
①7,000円　②12,000円／
５月23日㈪までに岡本
32・4590

■西神楽さと川
パークゴルフ場がオープン
４月28日㈭～11月下旬　
午前８時～午後５時／ 美
瑛川右岸（西神楽１線11号）
／ １日券500円、回数券
（20回）7,000円／ さと
川運営管理委員会 080・
5588・3448
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amie工房（旭町２の12）
③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６～
10組／ １組1,000円／
参加希望日、氏名、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)
■旭川医療センター
がん患者・家族サロン
薬剤師による講座「医療

用麻薬って何？」／ ４月
22日㈮　午後１時30分～３
時／ 同センター（花咲町
７）／ がん相談支援セン
ター 51・3161
■特定外来生物セイヨウオ
オマルハナバチの女王蜂を
とりましょう！
４月23日㈯　午前８時30
分～12時／ 神楽公民館（神
楽３の６）／ 小学生以上
／ 30人／ 100円／ 持
ち物等の詳細は問い合わせ
を／ 戸島 92・0803
■親子孫でたのしい大道仮
説実験講座「バンジーチャ
イム演奏会」
４月23日㈯　午前10時～
12時／ Ｃ

コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ（宮
前１の３）／ 20組／ １
組2,000円／ ４月22日㈮
までに楽知ん研究所　小出
090・2074・6842

■あさひかわサケの会
春のぶらぶら散歩
忠別川支流のポン川を散

歩し、サクラマス遡上の河
川環境を考える／ ４月29
日㈮　午前９時～午後２時
／ 小学生以上（小学生は
保護者同伴）／ 30人／
300円／ 昼食持参。集合
場所等の詳細は問い合わせ
を／ ４月28日㈭までに福
地 090・1303・9141
■「憲法週間」行事
①裁判所見学　②パネル

展示　③金銭貸借、成年後
見等の出張説明会／ ５月
２日㈪・６日㈮・９日㈪　
①午前10時～午後４時　②
午前８時30分～午後５時（９

■弓道教室の受講者を募集
５月23日㈪～６月30日㈭
早朝・午前・午後・夜間の
部（１回２時間）から選択
／ 花咲スポーツ公園和弓
場（花咲町２）／ 高校生
以上／ 20人／ 5,000円
／ ４月18日㈪～５月８日
㈰の午前９時～午後７時に
奥村 61・3873
■体育サークルの会員募集
ストレッチ・フォークダ

ンス・ミニバレー／ 毎週
木曜日　午後１時～３時40
分／ 大成市民センター体
育館（６の14）／ 年2,7
00円／ 森田 23・8555
■女声コーラスの会員募集
発声練習、合唱ほ

か／ 毎
週水曜日　午前10時～12時
／ 末広公民館（末広１の
２）／ 月3,000円／ 女
声合唱団メール・コール　
桑田 57・2634

■陸上自衛隊第２師団
音楽まつり
５月28日㈯　午後２時開
演、午後６時開演／ 市民
文化会館（７の９）／ 往
復はがきに住所・氏名・年
齢・電話番号・希望時間・
人数（２人ま

で）・車椅子席
の希望の有無を記入して、
５月13日㈮までに第２師団
広報室（〒070－8630　春
光町　 51・6111）
■北の手づくりわーるど
展示品販売、売上の一部

は東日本大震災義援金とし
て寄附／ ４月20日㈬・21
日㈭　午前10時～午後５時
（21日は午後４時ま

で）／
道の駅あさひかわ（神楽４
の６）／ 棒手 23・3974
■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22日㈮　②
５月９日㈪　③５月17日㈫
④５月27日㈮　①④午前10
時30分～12時　②③午前10
時～11時30分／ ①④クラ
フト舘（豊岡13の５）　②

日は午後４時ま
で）　③５月

２日㈪～31日㈫（土・日曜
日、祝日を除く）　午前10
時～午後３時のうち、１時
間程度／ 旭川地方・家庭
裁判所（花咲町４）／ 旭
川地方裁判所総務課 51・
6255
■旭川市青少年吹奏楽団
定期演奏会
５月１日㈰　午後２時開
演／ 市民文化会館（７の
９）／ 一般800円、高校
生以下500円／ 畑山 080
・2873・7700
■学生合同文化祭
高校生や大学生によるサ
ークル活動の成果発表／
５月７日㈯・８日㈰　午前
10時～午後６時／ Ｃ

コ コ

ｏＣｏ
Ｄ

デ

ｅ（宮前１の３）／ 伊
藤 080・6088・5988
■「看護の日」フェア
①認知症や寝たきり予防
に関する健康講座ほ

か　②合
唱／ ①５月10日㈫　午前
10時～12時　②５月12日㈭
午後５時30分～５時50分／
旭川医科大学病院（緑が
丘東２の１）／ 同病院看
護部　河地 69・3602
■日本衛生学会学術総会
市民公開講座
①旭山動物園の坂東園長
による講演　②自然と暮ら
し等のシンポジウム／ ①
５月12日㈭　午後１時30分
～２時20分　②５月13日㈮
／ 市民文化会館（７の９）
／ ②時間等の詳細は問い
合わせを／ 旭川医科大学
健康科学講座 68・2402
■赤十字フェスティバル
看護師、薬剤師などの相
談コーナー、放射線技師、
救急指導員などによる体験
コーナー、ドクターヘリ見
学会ほ

か／ ５月14日㈯　午
前10時～午後２時／ 旭川
赤十字病院（曙１の１）／
同病院社会課 22・8111
■高校留学説明会
帰国生の体験発表、各種
奨学金の説明／ ５月15日
㈰　午後１時～３時／ 国

●募　集●

●催　し●

●その他●

　内容　　日時　
　会場　　対象　
　定員　　料金　
　講師　　その他
　詳細　　申込

容　　日●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。


