市民の皆さんから寄せられた情報を掲載しています。

●募 集●
■奨学金給付希望者を募集
高校等へ進学を希望する
中学３年生に10万円を支給
要件あり。問い合わせを
11／27㈪〜12／22㈮に
北海道教職員組合旭川支部
26・2378
■体育サークルの会員募集
ストレッチ、ミニバレー
等 毎週木曜日 13：00〜
15：40 大成市民センター
体育館（６の14） 年2,700
円 森田 23・8555
■職業訓練生を募集
ものづくりを学び就職を
目指す １／５㈮〜６／29
㈮ 求職中の方 選考日＝
12／１㈮。申込みは11／24
㈮までにハローワーク旭川
51・0176
ポリテク
センター旭川（永山８の20
48・2327）
■道立旭川高等技術専門学
院学生を募集（一般選考）
高校を卒業した方（見込
みを含む）、高校卒業と同
等以上の学力を有すると認
められる方 選考日＝12／
15㈮ 11／21㈫〜12／10
㈰に同学院 65・6667
■平成30年度「赤い羽根共
同募金」の助成団体を募集
自主性・非営利・公開を
原則とし、活動資金の確保
が困難な市内の福祉団体に
資金を助成 12／18㈪〜１
／９㈫に旭川市共同募金委
員会 23・0742
■旭川医科大学病院
ボランティア募集
ロビーでの手続きの手伝
い、院内の案内ほか 月〜金
曜日の８：30〜17：00の
希望する日時 同病院医療
支援課 69・3008
■「いちいっ子」
入所児童を募集
保育ほか いちい大町（大
町２の11） １歳〜小学生
保護者の就労は問わない
いちいっ子 55・1154
●催 し●
■第２音楽隊定期演奏会
12／16㈯ 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・人数（２人まで）・
車椅子席の希望の有無・返
信面の宛先を記入して、11
／24㈮までに陸上自衛隊第
２師団広報室（〒070−86
51・6111）
30 春光町
■さをり織り
あさひかわグループ展
11／22㈬〜26㈰ 10：
00〜17：00（26日は16：
00まで） ギャラリージュン
ク（１の８ フィール旭川
５階） 木幡 65・5166
■高次脳機能障害家族会
交流会
11／22㈬ 13：00から
ときわ市民ホール（５の４）
脳損傷後遺症がある方と
その家族 脳外傷友の会コ
ロポックル道北 85・6460
■がん認知症フォーラム
がんと認知症の併発に関
する知識と心構え 11／23
㈭ 14：00〜17：00 科
学館（宮前１の３） CAN
net 73・5384
■がん患者・家族サロン
①音楽療法 ②看護師の
講話 ①11／24㈮ ②12
／22㈮ 13：30〜15：00
旭川医療センター（花
51・3161）
咲町７
■障害年金無料相談会
社会保険労務士による相
談 11／25㈯ 10：00〜
15：00 おぴった（宮前１
の３） 要予約 障害年金
支援の会 皆川 53・8115
■司法書士・税理士による
相続に関する無料相談会
11／25㈯ 10：00〜16
（１
：00 フィール旭川７階
の８） 予約優先 司法書
士総合相談センター 51・
7837
■ゴスペル クリスタル・
オブ・ジョイ ライブ
11／25㈯ 18：30開演
市民文化会館（７の９）
大人1,000円、中学生以
下500円（当日500円増）
手話通訳あり 野々瀬
090・3891・3641

●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

■困りごとなんでも相談会
社会福祉士等による相談
11／25㈯ 13：30〜16
（５の20）
：00 中央公民館
要予約 北海道社会福祉
士会 平田 090・6440・
1974
イン
■ザ・ニュースペーパーiｎ
旭川
社会風刺コント 11／25
㈯ 14：00開演・26㈰
13：00開演 公会堂（常磐
公園） 4,000円 まちな
かぶんか小屋 23・2801
■税に関する作品展
絵はがき・ポスター等の
展示 11／27㈪ 13：00
〜12／15㈮ 15：00 旭
川駅（宮下通８） 旭川中
税務署 90・1451
■収育お片づけセミナー＆
収納検定３級試験
12／３㈰ 10：00〜12
：10 ＣｏＣｏＤｅ（宮前
１の３） 中学生以上 15
人 5,000円 11／28㈫ま
でに井下 090・5079・80
01
■旭川医科大学病院
肝臓病教室
12／７㈭ 14：00〜15
：30 おぴった（宮前１の
３） 野村 69・3111
■子ども文庫クリスマス会
腹話術、工作ほか 12／９
㈯ 10：00〜11：30
火〜土曜日の10：00〜16
：00に旭川六条教会（６の
23・2565）
10
■院内講座「育ての両親を
希望される方へ」
養子縁組の話、相談 12
／17㈰ 10：00〜12：00
養子縁組を希望するおお
むね40歳までの夫婦 ５人
12／８㈮までに森産科
22
婦人科病院（７の７
・6125）
■北海道障害者職業能力開
発校の入校前適性相談
３／２㈮までの希望する
日時 求職中で障害のある
同校（砂川市焼山
方
0125・52・2774、 01
25・52・9177）
アンド

コ

コ

デ

こうほう旭川市民

■北海道難病連旭川支部
チャリティー・クリスマス
パーティー
12／17㈰ 12：50〜15
：30 旭川グランドホテル
（６の９） 中学生以上＝
5,000円、小学生＝2,500円、
幼児＝1,000円 11／25㈯
までに森下 24・7690
■クリスマス親子電波教室
ＡＭラジオの製作 12／
24㈰ 10：00から、13：00
か
神楽
ら（各２時間程度）
公民館（神楽３の６） 小
学４〜６年生と保護者 各
15組 12／15㈮までに北
海道電波適正利用推進員協
議会 011・733・6721
■おかだ紅雪庭もみじ狩り
写真コンテスト作品展
12／26㈫まで 11：30〜
（５
15：00 おかだ紅雪庭
の16） 森田 090・5983
・6955
■旭川工業高等専門学校
公開講座
①英語多読体験＝１／
10㈬ ②顔検出アプリケー
ション作成＝１／10㈬ ③
親子鋳造体験＝１／13㈯
①フィール旭川７階（１の
８） ②③同校（春光台２
の２） 時間や対象は問い
合わせを ①②12／20㈬、
③12／22㈮までに同校 55
・8130
■硬式テニス初心者講習会
３月までの第１〜３火曜
日 10：00～12：00 大
成市民センター（６の14）
女性 15人 １回800円
旭川女子テニス連盟 臼
木 090・1645・3769
●その他●
■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、お気軽にご相
談ください。今年10月から、
河辺菜穂子さん、佐々木 斎
さ
明彦さん、猫山房良
ん、堤
さ
さ
ん、宮森雅司 ん、横田礼子
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
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