
●募　集● ■カナダ・オーストラリア
留学相談会
５／13㈯　12：30〜15：
00 国際交流センター（１
の８　フィール旭川７階）
５組 ５／12㈮までに北
海道留学センター 011・
825・7701
■就職活動支援セミナー
５／15㈪　10：00〜12
：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
20人 ４／17㈪〜５／12
㈮に同カレッジ 85・7780
■実践講座「大地の鼓動と
アーシング」
５／20㈯　14：00〜16
：00 問い合わせを 10人
５／14㈰までに多木 0

80・1873・7459
■初心者弓道教室
５／22㈪〜６／22㈭　早
朝・午前・午後前半・午後
後半・夜間の部（週３回、
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 ４／17㈪〜
５／７㈰に奥村 61・3873
■テニス教室（全５回）
５／31〜６／28の水曜日
10：00〜12：00 日本製
紙テニスコート（パルプ町
３の９） 4,200円 テニ
ス協会　山本 52・1110
■小学生ソフトテニス教室
６／10〜９／30の毎週土
曜日　９：30〜11：30
花咲スポーツ公園テニスコ
ート（花咲町１） 小学３
〜６年生 40人 6,800円
５／31㈬までに加藤 0

90・3390・5895

■協会けんぽ（全国健康保
険協会）からのお知らせ
　平成29年３月分（５月１
日納付期限分）から健康保
険料率は10.22％（プラス
0.07％）、介護保険料率は
1.65％（プラス0.07％）と
なります。 同協会北海道
支部 011・726・0352
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上（小学生は保護者同伴）
各300円 昼食持参。集

合場所＝①外国樹種見本林
駐車場（神楽７の８）　②
おぴった前公共駐車場（宮
前１の３） ①４／17㈪〜
28㈮に福地 090・1303
・9141　②４／29㈯〜５
／15㈪に高原 54・6517
■旭川市青少年吹奏楽団
定期演奏会
４／30㈰　14：00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
■「憲法週間」行事
①裁判所見学　②パネル
展示・法服着用体験　③金
銭問題解決・遺産相続・成
年後見等の出前講義 ①②
５／１㈪〜８㈪　①10：00
〜16：00　②８：30〜17
：00　③５／１㈪〜31㈬　
10：00〜15：00のうち、
１時間程度（いずれも土・
日曜日、祝日を除く） 旭
川地方・家庭裁判所（花咲
町４） ①②どなたでも　
③10人以上の団体等 旭川
地方裁判所総務課 51・62
55
■前田朋美・本田瑞季
切り絵二人展
５／１㈪〜31㈬　10：00
〜17：00 ギャラリー松
葉（豊岡８の２　 080・
6073・2780）
■100万人のゴミ拾い
国道40号沿いのごみ拾い
５／３㈬　10：00〜12：
00 集合場所＝総合体育館
（花咲町５）。駐車場等は
問い合わせを。雨天中止
渡辺 090・7928・9398
■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ほ

か

５／６㈯・７㈰　10：00〜
18：00 Ｃ

コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ（宮
前１の３） 伊藤 080・
6088・5988
■脳と体のいきいき教室
ウォーキングと写真集作
りで認知症を予防する ５

■Ｙ
ヨ サ コ イ

ＯＳＡＫＯＩソーラン
祭り市民審査員を募集
６／10㈯・11㈰（いずれ
か１日） 札幌市内 中学
生以上でチーム関係者以外
の方 130人（抽選） ４
／21㈮までに同実行委員会
伊藤 011・231・4351
■職業訓練生を募集
ものづくりを学び就職を
目指す ７／４㈫〜12／26
㈫ ポリテクセンター旭川
（永山８の20） 求職中の
方 選考日＝６／２㈮。申
込みは５／１㈪〜26㈮にハ
ローワーク旭川 51・0176
ポリテクセンター旭川
48・2327

■陸上自衛隊第２師団
音楽まつり
５／27㈯　14：00開演、
18：00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、５／８㈪ま
でに第２師団広報室（〒070
−8630　春光町　 51・
6111）
■資産税（相続税・贈与税
・譲渡所得等）の個別相談

問い合わせを 電話の
自動音声案内で２を選択し
て申込みを 旭川中税務署
90・1451、旭川東税務
署 23・6291
■旭川医療センター
がん患者・家族サロン
薬剤師によるミニ講座「医
療用麻薬って何？」 ４／
28㈮　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
■あさひかわサケの会
の催し
①美瑛川河畔を散歩し、
サケについて考える　②忠
別川河畔を散歩し、ごみ拾
い ①４／29㈯　９：00〜
14：00　②５／20㈯　９
：00〜15：00 小学生以

／10〜10／25の水曜日　
10：00〜11：30（全13回）
フィール旭川７階（１の
８） 65歳以上で介護認定
を受けていない方 35人
2,800円 ４／20㈭〜28㈮
に旭川医科大学研究支援課
68・2197
■産後ママのためのエクサ
サイズ〜ベビーダンス
５／８㈪・18㈭・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)
■自分らしく生きるための
質問塾（全４回）
相手や自分のやる気を引
き出す質問の方法を学ぶ
５／13㈯、６／３㈯　10：
00〜12：30、13：30〜16
：00 問い合わせを 16人
21,600円 氏名・電話番
号を記入し、電子メールで
小熊（ shitsumon_as＠
yahoo.co.jp　 080・60
62・3678）
■神楽岡公園散策
５／13㈯　10：00から

神楽岡公園 カメラ・筆記
用具・飲み物などを持参
５／７㈰〜12㈮に篠原 34
・9923
■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、放射線技師な
どの体験コーナー、ドクタ
ーヘリ見学会ほ

か ５／13㈯
10：00〜14：00 旭川赤
十字病院（曙１の１） 同
病院社会課 22・8111
■講演会「自分らしい老後
の生活をつむぐ〜家族に代
わるあらゆる資源と繋

つな

がっ
て」
５／19㈮　14：00〜15
：30 市民文化会館（７の
９） 500円 東京大学名
誉教授　上野千鶴子さ

ん ５
／10㈬までにあさひかわ福
祉生活協同組合 73・6673

●催　し●

●その他●

●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。


