
●募　集● ■大雪カムイミンタラ
ホールコンサート
出演＝佐藤淳一（サクソフ
ォン）、大牧　彩（ピアノ
伴奏） ３／９㈮　12：00
〜13：00 上川合同庁舎（永
山６の19） 上川総合振興
局環境生活課 46・5919
■旭川永嶺高校吹奏楽部
定期演奏会
３／17㈯　17：30開演、
３／18㈰　13：00開演
市民文化会館（７の９）
一般1,000円、高校生以下
500円（当日券は500円増
し） 同校保護者会 080
・5837・4708
■俳句教室と簡単なお茶の
お点

て ま え

前を学ぶ講座
３／18㈰　14：00〜17
：00 神楽公民館（神楽３
の６） 25人 500円（高
校生以下は無料） ３／17
㈯までに旭川地域インスト
ラクターの会　山田 61・
4842
■木村流大正琴演奏会
３／20㈫　13：00開演
大雪クリスタルホール（神
楽３の７） 小部 090・
3897・8570
■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 ３／23㈮
〜６／22㈮　９：10〜15
：50 20人 8,640円
３／５㈪までにＰＣカレッ
ジメディア旭川校（４の17
0120・17・1500）
■録音図書の音訳と校正の
ボランティア養成講座
４／17〜７／24の毎週火
曜日　10：00〜12：00、
８／７〜来年３／26の第２
火曜日　10：00〜12：00
・第４火曜日　10：00〜15
：00 旭川点字図書館（７
の14） 受講後に音訳・校
正の奉仕活動ができる方
2,000円 ３／27㈫の10：
00から選考会（課題原稿の
音読と漢字テスト） ３／
23㈮までに旭川点字図書館
23・5555
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■お仕事のつどい
福祉事業所ＰＲブース、
セミナーほ

か ２／18㈰　13
：00〜16：00 アートホ
テル旭川（７の６） 求職
者、３月に卒業見込みの方
福祉人材バンク 23・01
38
■がん患者・家族サロン
音楽療法 ２／23㈮　13
：30〜15：00 旭川医
療センター（花咲町７　
51・3161）
■上方落語「立川侊志ん・
こしら親子会」
２／23㈮　18：30開演
2,000円（当日2,500円）
まちなかぶんか小屋（７

の７　 23・2801）
■障害年金無料相談会
社会保険労務士による相
談 ２／24㈯　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
■司法書士による
相続に関する無料相談会
２／24㈯　10：00〜16
：00 フィール旭川７階（１
の８） 予約優先 司法書
士総合相談センター 51・
7837
■高次脳機能障害家族会
交流会
２／24㈯　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
■成年後見無料相談会
成年後見制度、相続・遺
言・各種許認可等に関する
相談 ２／24㈯　13：30〜
16：00 Ｃ

コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ（宮
前１の３） 行政書士会旭
川支部 56・5630
■早春の
森林かんじきツアー
スノーシューで森林散策
３／４㈰　10：30〜15
：00 21世紀の森（東旭川
町瑞穂） 小学５年生以上
（小学生は保護者同伴）
15人 200円 無料バスあ

■自衛隊幹部候補生を募集
日本国籍を有し、平成31
年４月１日現在22〜25歳の
大学卒業の方、または20〜
27歳の大学院修士学位取得
者（いずれも見込みを含む）
試験日＝５／12㈯・13㈰
（13日は飛行要員のみ）
３／１㈭〜５／１㈫に自衛
隊旭川地方協力本部募集課
51・6055
■道営住宅の入居者を募集
２／26㈪〜28㈬　９：00
〜18：30 道の駅あさひか
わ（神楽４の６） 募集＝
春光第二団地（春光７の８）
ほ
か、持ち物＝印鑑 アライ
地所ＣＳ事業部 24・2200
■山菜料理コンクールの
レシピを募集
　応募条件等あり。詳細は
問い合わせを。 日本森林
林業振興会旭川支部のホー
ムページにある応募用紙に
記入し、３／１㈭〜４／11
㈬に日本森林林業振興会旭
川支部（〒070−8003　神
楽３の５　 61・1092）
■職業訓練生を募集
ものづくりを学び就職を
目指す ４／５㈭〜９／28
㈮ 求職中の方 選考日＝
３／２㈮。申込みは２／26
㈪までにハローワーク旭川
51・0176（42＃）
ポリテクセンター旭川（永
山８の20　 48・2327）
■道立旭川美術館ボランテ
ィア常盤会会員を募集
館内の喫茶店の運営や物
販活動ほ

か ９：30〜15：00
に同館 25・2577
■旭川遠友塾生徒を募集
４月からの毎週土曜日　
16：30〜18：45 旭川医
療情報専門学校（９の11）
様々な理由で学校に通え
なかった方、中学卒業後、
もう一度基礎的な勉強をし
たい方 年5,000円 賛助
会員（１口年1,000円）、
ボランティアスタッフも募
集 ３／23㈮までに豊島
84・5015

り ２／16㈮〜26㈪に上川
総合振興局南部森林室 46
・5999
■困りごとなんでも相談会
社会福祉士等による相談
２／24㈯　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
■緑の探検隊　
冬の自然学習会
講話「街路樹、花壇、公
園〜身近なみどりと地域住
民のかかわりを学ぼう」ほ

か

２／24㈯　14：00から
ときわ市民ホール（５の４）
30人 300円 ２／22㈭
までに緑の探検隊　北村
090・2872・5867
■市民公開講座「がん治療
と遺伝のはなし」
講演会、相談会 ３／３

㈯　13：00〜15：30 ア
ートホテル旭川（７の６）
旭川医科大学病院腫瘍セ
ンター 69・3232
■ボランティア入門講座
高齢者の支援 ３／３㈯

13：30〜15：50 大雪ク
リスタルホール（神楽３の
７） ２／27㈫までに旭川
市ボランティアセンター
21・5550
■朝日小学校
卒業50年同窓会
３／20㈫　9：30〜13：
00 朝日小学校（５の21）
同校第59回卒業生（昭和
30年４月〜同31年３月生ま
れ）の方 昼食あり。会費
等の詳細は問い合わせを
３／９㈮までに同校 32・
3204
■小学生プログラミング
体験講座
S
ス ク ラ ッ チ

cratchを使ったゲーム
作り ３／29㈭・30㈮　
10：00〜12：00 10人
小学３〜６年生（３・４年
生は保護者同伴） 3,000円
３／26㈪までにＰＣカ

レッジメディア旭川校（４
の17　 0120・17・1500）

●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。


