
■明るい社会づくり運動
ファミリーコンサート
出演＝旭川交響吹奏楽団
２／19㈰　14：00開演
公会堂（常磐公園） 整理
券を配布 岩田 080・18
78・9220
■早春の
森林かんじきツアー
①スノーシューで１日森
林散策　②半日散策と飾り
炭作り ２／26㈰　10：30
〜15：00 21世紀の森（東
旭川町瑞穂） ①中学生以
上　②小学生以上（小学生
は保護者同伴） ①10人　
②15人 各200円 山岳ガ
イド　鳥羽晃一さんほ

か 無
料バスあり ２／１㈬〜15
㈬に上川総合振興局南部森
林室 46・5999
■旭川豆芝居2016
道内・市内の劇団が共同
してつくるオムニバス劇
３／４㈯　19：00開演　
３／５㈰　13：00開演
公会堂（常磐公園） 各700
人 一般1,000円、高校生
以下800円 まちなかぶん
か小屋 23・2801
■看護師と助産師のための
復職支援研修
３／６㈪〜10㈮ 旭川医
科大学病院（緑が丘東２の
１） 看護師７人、助産師
２人 １／16㈪〜２／９㈭
に旭川医科大学二輪草セン
ター 69・3240
■司法書士による
無料面談相談会
毎週火・木曜日　17：00

か
ら、18：00から フィール旭
川７階（１の８） 要予約
司法書士総合相談センタ
ー 51・7837

■２月７日は北方領土の日
早期返還を実現しましょう
　１月21日から２月20日は
北方領土の日特別啓発期間
です。我が国固有の領土で
ある北方四島返還を実現す
るため世論を結集させまし
ょう。 北方領土復帰期成
同盟 011・205・6500
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ラウンドワン旭川店（永山
３の１） ６回2,000円
２／１㈬までに同店 49・
5071
■旭川いのちの電話
チャリティコンサート
１／21㈯　14：00開演
公会堂（常磐公園） 一
般1,000円、高校生500円、
中学生以下は無料 旭川い
のちの電話 25・2143
■旭川医療センター
がん患者・家族サロン
①肺がんについてのミニ
講話　②音楽療法 ①１／
27㈮　②２／10㈮　13：
30〜15：00 同センター
（花咲町７） がん相談支
援センター 51・3161
■大人の韓国語・英会話
入門講座（全８回）
１／28㈯か

ら　韓国語＝13
：30〜14：30　英会話＝15
：00〜16：00 ときわ市民
ホール（５の４） 各15人
各5,000円（テキスト代別
途） １／20㈮までに前田
090・6489・2803
■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 ２／３㈮　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
■旭川医科大学病院
肝臓病教室
①２／３㈮　②３／８㈬
14：00〜15：30 おぴっ
た（宮前１の３） ①市立
旭川病院消化器病センター
医長　助川隆士さんほ

か　②
旭川医科大学病院第三内科
肝臓専門医　長谷部拓夢さ
んほ

か 旭川医科大学病院　
野村 69・3111
■産後ママのためのエクサ
サイズ〜ベビーダンス
２／13㈪・21㈫・24㈮
10：00〜11：30 問い合
わせを ３か月〜１歳半の
子と保護者 １組1,500円
参加希望日・氏名・電話
番号を記入し、電子メール

■小樽海上技術学校
生徒募集
中学校卒業以上（見込み
を含む）の方 詳細は同校
HPにも掲載 同校 0134
・54・2122
■「雪の降る街を」旭川冬
の写真コンクール作品募集
冬の旭川の街並みや風景
等の写真を募集 規格＝２
Ｌサイズ。１人３点まで
２／20㈪までに作品のタイ
トル・氏名・年齢・電話番
号を記入して、ウレシパあ
さひかわ（〒070−0033　
３の９　いあい歯科内）に
郵送か持参。同コンクール
HPからも応募可 井合 25
・6488
■高校留学生の
ホストファミリー募集
３月末から約10か月間（３
か月程度でも可） 詳細は
問い合わせを ＡＦＳ日本
協会旭川支部　横関 090
・2811・5807
■旭川遠友塾生徒募集
４月からの毎週土曜日　
16：30〜18：45 旭川医
療情報専門学校（９の11）
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、中学卒業後
もう一度基礎的な勉強をし
たい方 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 ２／13㈪〜３／
23㈭に豊島 84・5015
■カウンセラー養成講座
受講生募集（３級）
臨床心理学、カウンセリ
ング理論、心理学ほ

か ５月
上旬からの毎週火・木曜日
約45回　18：30〜20：30
ときわ市民ホール（５の
４） 45,000円 ３／31
㈮までに北・ほっかいどう
総合カウンセリング支援セ
ンター 24・3010

■健康ボウリング教室
２／１〜３／15の水・金
曜日（週１回、全６回）

で中島（ babydance_yu
kiko＠yahoo.co.jp　 070
・5288・7008)
■あさひかわサケの会
講演会「サケが生まれた川
に帰る不思議」
２／４㈯　13：30〜14
：30 神楽公民館（神楽３
の６） 北海道大学名誉教
授　上田　宏さ

ん 終了後会
員会議を開催。非会員も参
加可 １／16㈪〜31㈫に福
地 090・1303・9141
■保育・看護・介護の
職場説明会
①就職応援セミナー　②
30事業所が参加する職場説
明会 ２／14㈫　①13：00
〜13：30　②13：30〜15：
30 アートホテル旭川（７
の６） 保育・看護・介護
の仕事に就きたい方 福祉
人材バンク 23・0138
■キッズオープンスクール
ヘアカット、ネイルなど
理容・美容の仕事体験 ２
／18㈯　10：00〜12：30
旭川理容美容専門学校（４
の12） 小学５・６年生
100人 申込みは１／23㈪
から同校HPのみ 同校 22
・0015
■朝日小学校
スクールバンド定期演奏会
２／18㈯　13：00開演
朝日小学校（５の21）
同校　東 32・3204
■カナダ・オーストラリア
留学相談会
２／25㈯　12：30〜15
：00（１人30分） 国際交
流センター（１の８　フィ
ール旭川７階） ５人 高
校生以上 北海道留学セン
ター 011・825・7701
■介護補助技能講習
２／28㈫〜３／14㈫ 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 ２／23㈭に選
考会 ２／20㈪までに同校
22・0201

●募　集●

●その他●

●催　し●

●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。


