
●募　集● ■旭川医大39派遣講座
膵臓がんの予防について
２／22㈭　16：00〜17：
20 フィール旭川７階（１
の８） 30人 同大学研究
支援課 68・2197
■チャリティー
マジックショー
ミスター西垣さんと旭川
マジシャンクラブによる公
演 ２／25㈰　13：30開
演 Ｃ

コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ（宮前１
の３） 渡辺 090・8899
・4702
■講演「前文科省事務次官
前川喜平が語るいじめのな
い教育」
２／28㈬　14：00開演
市民文化会館（７の９）
500円 中島 090・62
19・0091
■看護師と助産師のための
復職支援研修
３／５㈪〜９㈮ 旭川医

科大学病院（緑が丘東２の
１） 看護師７人、助産師
２人 ２／13㈫までに旭川
医科大学二輪草センター
69・3240
■北方領土を知るつどい
元島民の講演、ビデオ上
映、パネル展 １／30㈫　
13：30〜15：30 道北経
済センタービル（常盤通１）
１／26㈮までに北方領土
復帰期成同盟上川地方支部
22・8411

■２月７日は北方領土の日
早期返還を実現しましょう
　１月21日〜２月20日は、
「北方領土の日特別啓発期
間」です。我が国固有の領
土である北方四島返還を実
現するため、世論を結集さ
せましょう。 北方領土復
帰期成同盟 011・205・6
500
■全国一斉生活保護110番
司法書士による無料電話
相談 １／28㈰　10：00
〜16：00 青年司法書士協
議会 0120・052・088
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／26㈮　13：30〜15：00
旭川医療センター（花

咲町７　 51・3161）
■地域住民セミナー
「神経内科のおはなし」
１／20㈯　10：30〜11：
30 旭川医療センター（花
咲町７） 同センター地域
医療連携室 51・3161
■北海道教育大学附属旭川
幼稚園「附幼で遊ぼう」
園児と遊ぶ、育児相談ほ

か

１／24㈬　９：30〜11
：00 ２歳以上の幼児と保
護者 30組 １／16㈫〜
23㈫に同園（春光５の２　
54・3556）
■困りごとなんでも相談会
社会福祉士等による相談
１／27㈯　13：30〜16：
00 中央公民館（５の20）
要予約 北海道社会福祉
士会　平田 090・6440・
1974
■響屋・Forest
ジョイントコンサート
クラリネットと打楽器に
よるコンサート １／27㈯
18：00開演 Ｃ

コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ
（宮前１の３） 500円
中村 090・2053・1125
■健康ボウリング教室
１／30〜３／８の火・木
曜日（週１回、全６回）
10：00から、14：00から 2,000
円 ラウンドワン旭川店
（永山３の１　 49・5071）
■カナダ・オーストラリア
無料留学相談会
２／３㈯　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 北海道留学センタ
ー 011・825・7701
■上方落語「桂枝光独演会」
２／８㈭　18：30開演
50人 1,200円 まちな
かぶんか小屋（７の７　
23・2801）
■あさひかわサケの会
講演会「サケと野生生物
『ヒグマ』」
２／３㈯　13：00から 神
楽公民館（神楽３の６）
小学生以上 終了後会員会

■自衛官を募集
①防衛大学校学生（後期）
②予備自衛官補（一般）
日本国籍を有し、①４月１
日現在18〜20歳の高校卒業
・卒業見込みの方、②７月
１日現在18〜33歳の方 試
験日＝①２／17㈯　②４／
14㈯〜18㈬のいずれか１日、
試験会場＝①陸上自衛隊札
幌駐屯地　②陸上自衛隊旭
川駐屯地 ①１／20㈯〜26
㈮、②４／６㈮までに自衛
隊旭川地方協力本部募集課
51・6055
■「雪の降る街を」旭川冬
の写真コンクール作品募集
冬の旭川の街並みや風景
等の写真を募集 規格＝２
Ｌサイズ。１人３点まで
２／19㈪までに作品のタイ
トル・氏名・年齢・電話番
号を記入して、ウレシパあ
さひかわ（〒070−0033　
３の９　いあい歯科内）に
郵送か持参。同コンクール
ホームページからも応募可
井合 25・6488
■がん患者家族サロンミナ
ミナ　ボランティア募集
４／１㈰から２年間、月
１〜２回、各３時間 15人
３／９㈮にボランティア
研修、登録会を開催。がん
経験者歓迎 ２／23㈮まで
に旭川厚生病院がん相談支
援センター 38・2201

■がん患者と家族の会
①がんで家族を亡くした
人の集い　②脱毛・皮膚の
黒ずみ、爪の変化などのケ
ア ①２／16㈮　②３／２
㈮　14：00〜15：30 旭川
厚生病院別館ミナミナ（２
の24） 各10人 厚生病院
以外で受診している方も参
加可 ①２／９㈮、②２／
23㈮までに旭川厚生病院が
ん相談支援センター 38・
2201
■がん患者・家族サロン
肺がんの遺伝子変異の治
療について医師が解説 １

議を開催。非会員も参加可
１／16㈫〜26㈮に福地
090・1303・9141
■旭川医科大学病院
肝臓病教室
２／14㈬　14：00〜15
：30 おぴった（宮前１の
３） 野村 69・3111
■コスモ発達学習会
発達障害の子供への心理
的支援についての講演 ２
／14㈬　18：45〜20：45
神楽公民館（神楽３の６）
300円 ４月から毎月第

２水曜日にテーマを変えて
開催。詳細は問い合わせを
ひまわり幼稚園　佐久間
32・0077
■朝日小学校
スクールバンド定期演奏会
２／17㈯　13：00開演
朝日小学校（５の21）
同校　東 32・3204
■舞台公演「北を創る」
日本舞踊、長唄、箏

そう

、尺
八、民謡、バレエ、フラメ
ンコ等の発表 ２／18㈰　
10：30開演 市民文化会館
（７の９） 1,000円（小
学生以下は無料） 旭川文
化芸術協議会　平間 080
・1878・9472
■明るい社会づくり運動
ファミリーコンサート
出演＝旭川交響吹奏楽団
２／18㈰　14：00開演
公会堂（常磐公園） 整理
券を配布 岩田 080・18
78・9220
■職業訓練（託児付き）
パソコンスキルを身に付
け就職を目指す ２／23㈮
〜５／22㈫　９：10〜15
：50 20人 8,640円
２／５㈪までにＰＣカレッ
ジメディア旭川校（４の17
0120・17・1500）
■市民不動産セミナー
司法書士に聞く高齢者の
不動産取引 ２／27㈫　18
：30〜20：00 アートホ
テル旭川（７の６） ２／
22㈭までに宅建協会旭川支
部 39・2323

●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。


