
●募　集● を。聴覚障害者用「ファッ
クス110番　 34・1110」
や「メール110番」もご利
用ください。急を要しない
相談や困りごとなどは、警
察相談専用電話 34・9110
または＃9110へ。 北海道
警察旭川方面本部地域課
35・0110
■行政相談委員にご相談を
　年金や窓口サービス、登
記、道路などの役所の仕事
について、困りごとや苦情
があれば、お気軽に行政相
談委員にご相談ください。
伊藤勝弘さ

ん、舟田正義さ
ん、

富田典子さ
ん、馬場　貞さ

ん、
藤田真知子さ

ん、中村和子さ
ん

が委員に委嘱されています。
総務省旭川行政監視行政
相談センター 38・3011
■日本政策金融公庫
国の教育ローン
高校・大学等の教育資金
を対象とした公的な融資制
度 融資額＝子供１人につ
き350万円以内。金利＝年
1.76％ 教育ローンコール
センター 0570・008656
■北海道総合計画出前講座
　平成28年策定の総合計画
に関する出前講座を実施し
ています。 北海道計画推
進課 011・204・5630
■気象台からのお知らせ
　12時間に降る雪の量が40
cm以上と予想した場合には
大雪警報を発表します。大
雪による交通障害などに警
戒してください。 旭川地
方気象台 32・7102
■建退共制度のご利用を
　建設現場で働く人のため
の、国の退職金制度です。
掛金は原則非課税、一部国
からの助成が受けられます。
同本部 03・6731・28
66、または建退共のホーム
ページに掲載
■林業で働いていた方へ
　林退共に加入し、退職金
請求をしていない方、加入
の有無を知りたい方は問い
合わせを。 同本部 03・
6731・2887
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■困りごとなんでも相談会
社会福祉士等による相談
12／23㈯　13：30〜16
：00 Ｃ

コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ（宮前
１の３） 要予約 北海道
社会福祉士会　平田 090
・6440・1974
■旭川子どもかるた大会
１／８㈪　９：00〜15：
00 勤労者福祉会館（６の
４） 小・中学生 旭川赤
翼歌留多倶楽部　吉田 09
0・9752・0255
■クリーンスタッフ講習
１／15㈪〜22㈪ 55歳

以上でハローワークに登録
している方 15人 １／11
㈭に受講説明会を開催
１／８㈪までに日建学院旭
川校（１の10　 22・02
01）
■託児付職業訓練
パソコンスキルを身に付
け就職を目指す １／19㈮
〜４／18㈬　９：10〜15
：50 20人 8,640円
12／26㈫までにＰＣカレッ
ジメディア旭川校（４の17
0120・17・1500）
■求職者支援訓練
経理事務・パソコン等を
学び、就職を目指す １／
25㈭〜４／24㈫　９：30〜
15：55 15人 6,480円
１／５㈮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）
■アカペラ合唱祭
市内・近郊19団体による
発表会 １／28㈰　13：30
開演 大雪クリスタルホー
ル（神楽３の７） 芝生
83・3728
■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 １
月〜３月の第２火曜日　13
：00〜15：40 神楽公民
館（神楽３の６） 行政書
士会旭川支部 56・5630
■大人の英会話・韓国語
入門講座（全８回）
１／29からの毎週月曜日
①韓国語＝18：00〜19：00

■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 同校 0134
・54・2122、または同校の
ホームページに掲載
■マイ☆ライト参加者募集
不登校・いじめを経験し
た小学生〜高校生の居場所
毎月第２土曜日　13：00
〜15：00 フィール旭川７
階（１の８） 村岡 090
・5987・4902
■女声合唱団
コール・マミー会員募集
毎週火曜日　10：00〜12
：00 中央公民館（５の20）
月3,000円 須郷 090

・9752・2521
■旭川日本語の会会員募集
在住外国人の日本語学習
補助 毎月１回木曜日　18
：30〜20：00 ときわ市民
ホール（５の４） 年1,500
円 山下 050・5881・11
06
■シルバー人材センター
会員募集
企業や家庭での軽作業、
家事手伝いほ

か おおむね60
歳以上の健康で働く意欲が
ある方 年2,200円 毎月
第３水曜日　13：00から新
会員入会説明会を開催 同
センター 51・1600
■旭川認知症の人と家族を
支える会会員募集
毎月20日前後　13：00
〜15：00 ときわ市民ホー
ル（５の４） 年2,500円
神戸 52・7760
■おだまき会会員募集
喫茶等ボランティアほ

か

日時等詳細は問い合わせを
三浦綾子記念文学館（神

楽７の８　 69・2626）
■オラトリオ合唱団員募集
アカペラによる合唱 月
２回火曜日　18：30〜20
：45 木

き

楽
ら り ん

輪（神楽３の６）
月2,000円 同合唱団　

シャープ 080・5180・35
99

②英会話＝19：30〜20：30
ときわ市民ホール（５の
４） 各15人 ①8,000円
②7,000円 １／９㈫〜24
㈬までに前田 090・6489
・2803
■旭川豆芝居５「うたえ！
家族の歌合戦！」
道内・市内の劇団が共同
してつくるオムニバス劇
２／３㈯　19：00開演、２
／４㈰　13：00開演 公会
堂（常磐公園） 一般1,000
円、高校生以下無料 まち
なかぶんか小屋 23・2801
■旭川工業高等専門学校
公開講座
溶接体験講座（入門編）
２／５㈪〜９㈮　18：00
〜20：30 中学生以上 10
人 5,000円 １／15㈪
までに同校（春光台２の２
55・8130）
■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
／17㈯　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（抽選） 申込方法
は各学校で配るチラシに掲
載 同校 22・0015
■ハピネスステーション
婦人科がん患者・家族の
交流会 １月〜３月の第２
土曜日　13：00〜17：00
ときわ市民ホール（５の
４） 田辺 090・2069・
2553

■12月10日〜16日は北朝
鮮人権侵害問題啓発週間
　北朝鮮による拉致等に関
する情報は、旭川中央警察
署（ 25・0110）へ。
■北海道最低賃金
　道内で事業を営む使用者
と、常用・臨時・パート等
の労働者に適用される現在
の最低賃金時間額は810円
です。 旭川労働基準監督
署 35・5901
■１月10日は110番の日
　事件や事故に遭遇・目撃
したら、すぐに110番通報

●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。


