
12：00 同館（北門町11）
①100人　②10人 ①ス
イス近自然学研究所代表　
山脇正俊さ

ん　②北邦野草園
園長　堀江健二さ

ん ６／13
㈪～７／15㈮に同館　川村
51・2461
■北海道栄養士会旭川支部
イブニングセミナー
膵
すいぞう

臓病についての講演
７／12㈫　18：30～20：
30 大雪クリスタルホール
（神楽３の７） 90人 800
円 ７／４㈪～７㈭に旭川
厚生病院栄養科　福岡 33
・7171
■北海道教育大学附属旭川
幼稚園「附幼で遊ぼう」
園児との遊びの体験、育
児相談 ①７／19㈫　②８
／19㈮　９：30～11：00
同園（春光５の２） ２

歳以上の幼児と保護者 各
30組 ①７／８㈮～15㈮　
②８／10㈬～18㈭に同園
54・3556
■毛糸・レース編物
検定試験
９／18㈰ 中央公民館（５
の20） ８／31㈬までに日
本編物検定協会旭川支部　
池田 32・5682
■精神障害者
無料家族相談会
６月～８月の第４土曜日
13：30～16：00 おぴっ
た（宮前１の３） 精神障
害者家族連合会 61・4311
■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 ７月～９月の第２火曜
日　13：00～15：40 中
央公民館（５の20） 行政
書士会旭川支部 56・5630
■旭川地域歯科医療連携室
を開設しました
市内の通院が困難な在宅
患者（要介護者等）やその
家族からの訪問歯科診療・
口
こうくう

腔ケアの相談 月～金曜
日の10：00～15：00 道
北口腔保健センター（金星
町１） 旭川地域歯科医療
連携室 73・3238

30こうほう旭川市民　2016（平成28）年●６月

：00～11：30 ①⑤クラ
フト舘（豊岡13の５）　②
新旭川地区センター（東６
の４）　③東地区体育セン
ター（豊岡２の５）　④amie
工房（旭町２の12） ３か
月～１歳半の子と保護者
各６～12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_yu
kiko＠yahoo.co.jp　 070
・5288・7008)
■やさしい無料市民相談会
北海道民事紛争解決セン

ターによる相続・離婚・交
通事故・借金等の問題解決
相談 ６／24㈮、７／15㈮、
８／５㈮　13：00～16：
00 道北経済センター（常
盤通１） 北海道民事紛争
解決センター　髙橋 25・
8300
■旭川医療センター
がん患者・家族サロン
放射線技師による講座「こ
わくない！放射線治療」
６／24㈮　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
■ポリテクセンター旭川
職業訓練コース見学説明会
６／24㈮、７／８㈮・15
㈮　13：30～15：30
同センター（永山８の20　
48・2327）

■旭川市医師会
女性医師部会市民講演会
「みんなで学ぼう認知症」
①認知症の早期発見と予

防　②認知症になっても安
心して過ごせる地域を目指
して ６／25㈯　15：00
～17：30 旭川グランドホ
テル（６の９） ①勤医協
中央病院名誉院長　伊古田
俊夫さ

ん　②永山地域包括支
援センター精神保健福祉士
髙橋通江さ

ん 旭川市医師会
23・5728

■傾聴療法士取得講座
７／２㈯　13：00～17

：30 中小企業大学校旭川
校（緑が丘東３の２） １

■税務職員を募集
来年３月に高校卒業見込

みの方、卒業後３年未満の
方 インターネット受付期
間＝６／20㈪～29㈬、１次
試験日＝９／４㈰ 札幌国
税局人事第２課 011・231
・5011
■旭川医科大学病院
ボランティア募集
ロビーでの手続きの手伝

い、院内の案内ほ
か 月～金

曜日の８：30～17：00の
希望する日時 同病院医療
支援課 69・3008
■シルバー人材センターの
会員募集
企業や家庭での軽作業、

家事手伝いほ
か おおむね60

歳以上の健康で働く意欲が
ある方 年2,200円 毎月
第３水曜日の13：00から新
会員入会説明会 同センタ
ー 51・1600
　
■陸上自衛隊第２師団
創立記念行事
観閲式、訓練展示、ブル

ーインパルスの展示飛行、
模擬店ほ

か ６／19㈰　８：
30～15：00 陸上自衛隊
旭川駐屯地（春光町） 第
２師団広報室 51・6111
■旭川医大39派遣講座
知っておきたい旭川医大
講座「ヘリコバクター・

ピロリと胃の病気」 ６／
22㈬　16：00～17：20
フィール旭川７階（１の８）
30人 旭川医科大学研究
支援課 68・2197
■女性の権利110番
弁護士による無料電話相談
女性に対する暴力・離婚

・差別等の相談 ６／23㈭
10：00～16：00 旭川弁
護士会 51・9527
■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 ①６／24㈮　②６／
29㈬　③７／５㈫　④７／
11㈪　⑤７／22㈮　①⑤10
：30～12：00　②～④10

講座3,000円 全４講座
北海道カウンセリング研究
協議会　松倉 090・1644
・1176
■木質ペレットストーブ
展示会
７／２㈯・３㈰　11：00
～16：00 Ｃ

コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ（宮
前１の３） 煙筒の横山
61・1670
■ゆかた着付け無料講習会
７／８㈮　13：00～15
：00 ときわ市民ホール（５
の４） 10人 林 53・81
25
■自然探勝会～恵庭市の花
と緑のまちづくりを学ぶ
花ロードえにわ・銀河庭
園・オープンガーデンの見
学、食事会ほ

か ７／10㈰　
７：40から 35人 5,800円
旭川駅前広場に集合。詳
細は問い合わせを ６／30
㈭までに緑の探検隊　北村
090・2872・5867
■石狩川フェスティバル
フリーマーケット開催
７／10㈰　10：00～16
：00 北旭川大橋下流右岸
（末広東２の11） リサイ
クル運動みんなの会　岩崎
090・2058・6586
■アイフェスタ i

イ ン  

ｎ 旭川
視覚に関する機器展示、
白
はくじょう

杖体験ほ
か ７／10㈰　10

：00～16：00 おぴった
（宮前１の３） 200人
北海道網膜色素変性症協会
大隅 090・9528・5677
■盲導犬普及研修会
盲導犬との歩行・白

はくじょう

杖体
験ほ

か ７／31㈰　13：00
～15：00 旭川点字図書館
（７の14） 10：00から
同館で警察署職員による生
活安全の研修会を実施 ７
／20㈬までに旭川盲人福祉
協会加藤 32・2257
■川村カ子トアイヌ記念館
100周年記念事業
①近自然学セミナー「持
続可能なまちづくり」　②
庭作りワークショップ ①
７／16㈯　13：30～15：
30　②７／16㈯　９：00～

●募　集●

●催　し●

　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。


