
楽公民館（神楽３の６）
行政書士会旭川支部 56・
5630
■彦いち・枝光二人会
林家彦いち・桂枝光によ
る落語 ２／14㈫　18：30
開演 市民文化会館（７の
９） 2,000円 まちなか
ぶんか小屋 23・2801

■人権擁護委員にご相談を
　人権について、困りごと
等があれば、気軽に人権擁
護委員にご相談ください。
今年10月から、小杉静江さ

ん、
佐伯敎道さ

ん、佐藤まり子さ
ん、

渡部延枝さ
ん、花香寿子さ

ん、
谷川英俊さ

ん、髙木常光さ
んが

委員に委嘱されました。
旭川地方法務局人権擁護課
38・1114
■１月10日は110番の日
　事件や事故に遭遇・目撃
したら、すぐに110番通報
を。聴覚障害者用「ファッ
クス110番　 34・1110」
や「メール110番」もご利
用ください。急を要しない
相談や困りごとなどは、警
察相談専用電話 34・9110
または＃9110へ。 北海道
警察旭川方面本部地域課
35・0110
■日本政策金融公庫
国の教育ローン
高校・大学等の教育資金
を対象とした公的な融資制
度 融資額＝子供１人につ
き350万円以内。金利＝年
1.81％ 教育ローンコール
センター 0570・008656
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：00から 森産科婦人科病院
（７の７） 妊娠や不妊治
療に関心のある方 各20人
同病院 22・6125
■就職を目指す方への
公的職業訓練の説明相談会
求職者支援訓練や受講給
付金の説明 12／27㈫　10
：00から ＰＣカレッジメデ
ィア旭川校（４の17） 20
人 訓練中は託児あり 同
校 26・0387
■旭川子どもかるた大会
１／９㈪　９：00〜15：
00 勤労者福祉会館（６の
４） 小・中学生 12／24
㈯までに旭川赤翼歌留多倶
楽部　吉田 090・9752・
0255
■北海道栄養士会旭川支部
乳和食研修会
講演①「だしは牛乳　お
いしく減塩＝乳和食」　②
「健康長寿を目指した高血
圧とのつきあい方」 １／
14㈯　13：00〜16：00
ときわ市民ホール（５の４）
90人 ①料理家　小山浩
子さ

ん　②旭川医科大学助教
中川直樹さ

ん １／10㈫まで
に旭川育児院　小長谷 61
・4054
■親子孫で大道仮説実験
「びりりん」講座
１／15㈰　14：00〜16
：00 Ｃ

コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ（宮前
１の３） 20組 １組1,800
円 １／９㈪までに楽知ん
研究所　小出 090・2074
・6842
■大雪カムイミンタラ
ホールコンサート
ＫＯＴＯアンサンブル夢
絃による琴の演奏 １／16
㈪　12：00〜13：00 上
川合同庁舎（永山６の19）
上川総合振興局環境生活
課 46・5919
■北海道障害者職業能力開
発校の入校前適性相談
３／10㈮までの希望する
日時 同校（砂川市焼山）
求職中で障害のある方

同校（ 0125・52・2774、
0125・52・9177）

■陸上自衛隊高等工科学校
生徒を募集
日本国籍を有し、来年４
月１日現在15・16歳で、中
学校卒業・卒業見込みの男
子 試験日＝１／21㈯ １
／６㈮までに自衛隊旭川地
方協力本部募集課 51・60
55
■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　中村 23・1539

■第２音楽隊室内楽演奏会
２／５㈰　18：00開演
大雪クリスタルホール（神
楽３の７） ５歳以下は入
場不可 往復はがき（１枚
につき１人）に住所・氏名
・年齢・車椅子席の希望の
有無・返信面の宛先を記入
して、１／17㈫までに陸上
自衛隊第２音楽隊（〒070
−8630　春光町　 51・
6111）
■北海道言友会　中高生の
ための吃

きつおん

音研修交流会
最近の吃音研究、当事者
の体験談、ゲーム等交流会
12／23㈮　13：30〜16
：30 Ｃ

コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ（宮前
１の３） 吃音当事者や保
護者ほ

か 50人 500円 田
中 090・6696・9074
■年末！困りごとなんでも
大相談会
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 12／24㈯　13：
30〜16：00 中央公民館
（５の20） 北海道社会福
祉士会　平田 090・6440
・1974
■院内講座「これから妊娠
を希望される皆様へ」
①妊娠の仕組み、不妊の
原因、不妊治療について　
②高度生殖医療（体外受精、
顕微授精）について 12／
24㈯　①11：00から　②12

■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 １／25㈬　９：30
〜11：00 同園（春光５の
２） ２歳以上の幼児と保
護者 30組 １／17㈫〜24
㈫に同園 54・3556
■産後ママのためのエクサ
サイズ〜ベビーダンス
１／26㈭・31㈫　10：
00〜12：00 問い合わせ
を ３か月〜１歳半の子と
保護者 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_yukiko
＠yahoo.co.jp　 070・
5288・7008)
■介護補助技能講習
１／26㈭〜２／９㈭ 日
建学院旭川校（１の10）
55歳以上でハローワークに
求職申込みをしていて、全
日程の受講、合同面接会の
出席ができる北海道内在住
の方 20人 １／23㈪に選
考会 １／18㈬までに同校
22・0201
■朝日小学校卒業生へ
卒業50年同窓生ご招待
３／17㈮　10：00〜11
：30 朝日小学校（５の21）
同校第58回卒業生（昭和
29年４月〜同30年３月生ま
れ）の方 同校 32・3204
■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 １月〜３月の第２火曜
日　13：00〜15：40 神

●募　集●

●催　し●

●その他●

サークル会員募集　※料金等は問い合わせを

女声コーラス　プレアデス
谷嶋　25・2758

毎週水曜日
13：30～15：30

神楽公民館
（神楽３の６）

笑いヨガ旭川
得能　090・1300・7290

毎週火曜日
10：00～11：30

永山公民館
（永山３の19）

筆の会（書道・女性のみ）
荒川　52・4817

毎週金曜日
10：00～12：00

ときわ市民ホール
（５の４）

旭川室内合唱団（混声）
井上　080・4509・5729

毎週日曜日
13：30～15：30
第２・４木曜日
19：00～21：00

リハーサルホール
（宮下通11）、
北星公民館
（北門町８）

児童文学創作の会
大泉　48・7691

隔月土曜日（年６回）
13：00～14：30

ＣｏＣｏＤｅ
（宮前１の３）

と　　きサークル名・連絡先 と　こ　ろ

コ　　コ　　デ

●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。


