
●募　集● 者と家族　②がん患者 各
10人 ①10／13㈮、②11
／17㈮までに同病院がん相
談支援センター 38・2201
■旭川医科大学病院
肝臓病教室
10／18㈬　14：00〜15
：30 おぴった（宮前１の
３） 同病院 69・3111
■一日合同行政相談所
登記・税金・年金等の相
談 10／19㈭　10：00〜
16：00 イオンホール（宮
下通７　イオンモール旭川
駅前４階） 行政相談パネ
ル展を10／10㈫〜13㈮に
同店で開催 旭川行政評価
分室 38・3011
■宅建不動産相談会
10／22㈰　13：00〜16
：30 藤田観光ワシントン
ホテル（宮下通７） 10／
20㈮までに宅建協会旭川支
部 39・2323
■求職者支援訓練
経理事務等を学び、就職
を目指す 10／25㈬〜来年
１／24㈬　９：30〜15：55
求職中の方 15人 6,4

80円 10／５㈭までにネ
クストステップラーニング
カレッジ（４の７　 85・
7780）
■テニス教室
10／25〜12／27の毎週
水曜日 大成市民センター
体育館（６の14） 8,300
円 時間等は問い合わせを
10／18㈬までにテニス協
会　山本 52・1110
■看護職キャリア
マネジメント研修会
10／26㈭　18：00〜19
：30 旭川医科大学（緑が
丘東２の１） 看護職の方
50人 1,200円 10／６
㈮までに武川 68・2197
■くらしの無料相談会
行政書士による相続・各
種許認可申請等の相談 10
月〜12月の第２火曜日　13
：00〜15：40 愛宕公民
館（豊岡７の９） 行政書
士会旭川支部 56・5630
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１の３） 要予約 北海道
社会福祉士会　平田 090
・6440・1974
■神の魚（鮭

サケ

）を迎える
「カムイチェプノミ」
アイヌ伝統儀式、石狩鍋
の試食ほ

か ９／24㈰　10：
00〜11：30 神楽岡公園
持ち物などは問い合わせ
を 寺島 65・1940
■石狩川クリーンウォーク
９／24㈰　12：30〜15
：00 小学生以上 集合場
所＝神楽岡公園 ９／21㈭
までに高原 54・6517
■少年少女の健康空手教室
見学会と子ども手帳のスタ
ンプの日
９／25㈪　18：30〜20
：30 神楽公民館（神楽３
の６） 20人 空手教室の
メンバー募集中。料金は月
3,000円 浜埜 34・4828
■大人の英会話・韓国語
入門講座（全８回）
９／28から毎週木曜日　
①韓国語＝18：00〜19：
00　②英会話＝19：30〜
20：30 ときわ市民ホール
（５の４） 各15人 ①8,0
00円　②7,000円 ９／22
㈮までに前田 090・6489
・2803
■旭川南高校吹奏楽部
定期演奏会
９／30㈯　18：30開演
大雪クリスタルホール（神
楽３の７） 500円（小学
生以下は無料） 同校　西
條 65・8770
■サケガイド
10／１〜28の土・日曜日、
祝日　９：30〜15：30
集合場所＝忠別川ツインハ
ープ橋左岸旭神側河川敷
寺島 65・1940
■プレママわくわくセミナ
ー「ハロー赤ちゃん！」
医師による講演、コンサ
ートほ

か 10／７㈯　13：00
〜15：30 Ｃ

コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ（宮
前１の３） 妊婦と家族、
１歳未満児と保護者 母子
衛生研究会 011・233・
5977

■戦没者遺児による慰霊
友好親善事業参加者の募集
フィリピン他、旧戦域を
訪れて慰霊追悼、地域住民
との交流 日本遺族会 03
・3261・5521
■オラトリオ合唱団員を
募集
アカペラによる合唱 月
２回火曜日　18：30〜20
：45 神楽公民館（神楽３
の６） 月2,000円 ９／
30㈯までに同合唱団　シャ
ープ 080・5180・3599
■旭川市俳句連盟市民俳句
大会の参加者を募集
10／21㈯の13：30から
市民文化会館（７の９）で
行う大会で自作の俳句を発
表 1,000円 ９／30㈯ま
でに、はがきに未発表の自
作雑詠２句・住所・氏名・
電話番号を記入して、澤田
吐詩男（〒078−8313　神
楽岡３の７　 65・5839）
■石狩川の樹木を伐採する
企業・団体を募集
　伐採後の樹木は資源とし
て活用でき、使用目的は問
いません。 ９／22㈮まで
に旭川河川事務所 48・21
31
■夢を生きる「女性のため
の教育・訓練賞」候補者の
推薦・募集
家族を扶養しながら自己
の教育や職業訓練のため、
財政的援助を必要としてい
る女性 10／20㈮までに国
際ソロプチミスト旭川　西
嶋 090・3773・0929

■旭川医療センター
がん患者・家族サロン
講座「お食事がすすまな
いときは」 ９／22㈮　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
■困りごとなんでも相談会
社会福祉士等による相談
９／23㈯　13：30〜16
：00 Ｃ

コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ（宮前

■はじめてのボランティア
研修
障害がある方への支援

10／５㈭　13：30〜15：
50 ときわ市民ホール（５
の４） 50人 10／２㈪ま
でに旭川市ボランティアセ
ンター 21・5550
■花の輪・人の輪
〜みんなの花展
生け花の展示 10／６㈮
〜９㈪　10：00〜20：00
（７日は17：00まで、９日は
16：00まで） 旭川駅 川村
090・2055・3937

■旭川マミーズバンド
ファミリーコンサート
10／８㈰　13：30開演
永山公民館（永山３の19）
福田 090・9515・4815
■渋谷藍香プレミアム
ピアノコンサート
10／11㈬　18：30開演
大雪クリスタルホール（神
楽３の７） 2,500円（当
日500円増） 未就学児の
入場は不可 渋谷 53・55
40
■ハピネスステーション
交流会
婦人科がん患者の交流会
10／14㈯、11／11㈯　
14：00〜16：00 ときわ
市民ホール（５の４） 田
辺 090・2069・2553
■旭川高次脳機能障害
リハビリテーション講習会
子供の高次脳機能障害に
ついての講演ほ

か 10／14㈯
14：00〜17：30 大雪ク
リスタルホール（神楽３の
７） 川原 73・3639
■朗読サークルいずみ
発表会「朗読を楽しむ」
夏目漱石の作品の朗読

10／16㈪　13：30から と
きわ市民ホール（５の４）
植西 47・4017

■がん患者・家族の講座
①医師による緩和ケア病
棟の紹介　②アロマのバス
ボム作り ①10／18㈬　②
11／22㈬　14：00〜15：
30 旭川厚生病院別館ミナ
ミナ（２の24） ①がん患

●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。


