
■ソフトバレーボール
普及講習会
毎週金曜日　18：30〜21
：00 総合体育館（花咲町
５）ほ

か １回150円 旭川
バレーボール協会　三井
33・1253
■くらしの無料相談会
行政書士による相続・離
婚・各種許認可申請等の相
談 ４月〜６月の第２火曜
日　13：00〜15：40 末
広公民館（末広１の２）
行政書士会旭川支部 56・
5630

●その他●
■身体に障害がある方のた
めの自動車税軽減制度が変
わります
　４月から自動車税の課税
免除制度が減免制度に変更
になります。課税免除を受
けている方は、減免として
継続されるので、手続きは
不要です。新たに申請する
方は期限までに手続きを行
ってください。制度の内容
や申請期限などの詳細は問
い合わせを。 札幌道税事
務所自動車税課税課 011
・746・1194
■交通事故の援護制度
　自動車事故対策機構では、
自動車事故被害者のための
経済的援助として、重度後
遺障害者に対する介護料の
支給、交通遺児等に対する
育成資金の貸付けを行って
います。 同機構 40・01
11
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３／29㈬　13：30開演
公会堂（常磐公園） 同校
西條 65・8770
■旭川北高校吹奏楽部
スプリングコンサート
４／８㈯　14：00開演
大雪クリスタルホール（神
楽３の７） 300円（未就
学児無料） 同校　柴田
51・4620
■旭川ジュニア吹奏楽団
40周年記念発表会
４／２㈰　14：00開演
公会堂（常磐公園） 700
円 ３／31㈮までに畑中
090・7645・5690
■サケ出発式（稚魚放流）
とカムイチェプノミ（アイ
ヌ伝統儀式）
３／26㈰　10：00〜11
：30 神楽岡公園 持ち物
は問い合わせを あさひか
わサケの会　福地 090・
1303・9141
■きのこ栽培講習会
きのこ原木栽培について
の講習会、ほだ木作り体験
（持ち帰り可） ３／28㈫、
４／18㈫　13：30〜15：
00 旭川市森林組合（工業
団地３の１） 20歳以上
30人 同組合 36・4268
■親子もみんなも楽しむ
フリーマーケット
服・おもちゃ・手作り品
などの販売、エプロンシア
ターほ

か ４／２㈰　10：00
〜14：00 東旭川公民館（東
旭川町上兵村） マムズグ
レース　塩谷 090・5987
・7327
■親子孫で「たのしい仮説
実験」講座
４／２㈰　10：00〜15
：00 Ｃ

コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ（宮前
１の３） 20組 １組5,400
円 ３／27㈪までに楽知ん
研究所　小出 090・2074
・6842
■就職活動支援セミナー
４／３㈪　13：00〜15
：00 ネクストステップラ
ーニングカレッジ（４の７）
求職中、転職検討中の方

■自衛官を募集
予備自衛官補（①一般　②
技能）　③自衛隊幹部候補
生 日本国籍を有し、①７
月１日現在18〜33歳の方、
②７月１日現在18〜54歳の
国家免許資格等を有する方、
③平成30年４月１日現在22
〜25歳の大学卒業の方（見
込みを含む）または27歳以
下の大学院修士学位取得者
（見込みを含む） 試験日
＝①４／16㈰　②４／15㈯
③５／13㈯・14㈰（14日
は飛行要員のみ） ①②４
／７㈮、③５／５㈮までに
自衛隊旭川地方協力本部募
集課 51・6055
■突哨山運営協議会
運営委員を募集
運営・活動に積極的に関
わっていただける方 ３／
31㈮までにもりねっと北海
道　中村 76・2006
■国税専門官を募集
昭和62年４月２日〜平

成８年４月１日生まれの方
平成８年４月２日以降生
まれで、大学を卒業した方
（見込みを含む） １次試
験日＝６／11㈰ ３／31㈮
〜４／12㈬にインターネッ
トから札幌国税局人事第２
課 011・231・5011

■旭川医療センター
がん患者・家族サロン
がん化学療法看護認定看
護師によるミニ講座「口

こう

腔
くう

ケアについて」 ３／24㈮
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
■旭川東高校音楽部（合唱）
定期演奏会
３／26㈰　14：00開演
大雪クリスタルホール（神
楽３の７） 一般500円、
高校生以下300円 同校　
齊藤 23・6318
■旭川南高校「春フェス」
吹奏楽・演劇・書道など
の文化系部活動・同好会に

20人 職業訓練指導員　
野村泰文さ

ん ３／31㈮まで
に同カレッジ 85・7780
■健康ボウリング教室
４／４〜５／18の火・木
曜日（週１回、全６回）　
10：00から、14：00から ラ
ウンドワン旭川店（永山３
の１） ６回2,000円 ４
／４㈫までに同店 49・50
71
■無農薬のおいしい
野菜づくりセミナー
家庭菜園と健康づくりに
ついての対話式セミナー
４／６㈭　13：30〜15：
30 永山公民館（永山３の
19） 100人 500円 M
ＯA自然農法文化事業団　
清水幸一さ

ん ４／３㈪まで
に本野 080・2665・9710
■産後ママのためのエクサ
サイズ〜ベビーダンス
４／10㈪・20㈭・26㈬
10：00〜12：00 問い合
わせを ３か月〜１歳半の
子と保護者 １組1,500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)
■男性の為

ため

の生け花講座
４／16㈰　17：00から

市民文化会館（７の９）
10歳以上の男性（小・中学
生は保護者同伴） 20人
1,500円 ４／７㈮までに小
原流旭川支部　川村 090
・2055・3937

●募　集●

●催　し●

メンバー募集　※料金等は問い合わせを

ドリーム絵画サークル
（油彩・水彩）
遠山　080・1887・8155

毎週水曜日
13：00～17：00

大成市民センター
（６の14）

旭川ジュニア吹奏楽団
畑中　090・7645・5690

毎週火曜日
17：30～19：30

知新小学校
（８の13）

すずらん剣道
スポーツ少年団
秋葉　31・8548

毎週月・土曜日
18：30～20：30

千代田小学校
（東光８の３）

すわろビクス
広瀬　61・0759

毎週土曜日
10：00～11：30

神楽公民館
（神楽３の６）

旭川中央道場柔道少年団
（幼児・小学生）
鈴木　090・7659・4068

毎週月・水・金曜日
18：00～19：30

旭川市柔道場
（７の14）

と　　き団体名・連絡先 と　こ　ろ

●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。


