
■陸上自衛隊第２師団
音楽まつり
５／26㈯　14：00開演、
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・電話番
号・希望時間・人数（２人
ま
で）・車椅子席の希望の有
無を記入して、５／７㈪ま
でに第２師団広報室（〒070
−8630　春光町　 51・
6111）
■アトピーを治してくれる
健やかライフ
アトピー治療のコツ ４
／22㈰　13：00〜16：00
大雪クリスタルホール（神
楽３の７） 中学生以上800
円 アトピーの会　in　asa
hikawa前田 080・3237
・5385
■がん患者・家族サロン
がんと付き合うためのお
金の工夫 ４／27㈮　13：
30〜15：00 旭川医療
センター（花咲町７　 51
・3161）
■困りごとなんでも相談会
社会福祉士等による相談

●催　し● ■アレルギー疾患の克服を
目指して
医師によるたばこ・ぜん
そく・救急処置についての
講演 ５／12㈯　14：00〜
16：00 イオンホール（宮
下通７　イオンモール旭川
駅前４階） 150人 グラ
クソ・スミスクライン　中
迫 080・1013・8552
■南　加奈子
フルートリサイタル
６／９㈯　18：30開演
大雪クリスタルホール（神
楽３の７） ４歳以上 一
般3,000円、65歳以上1,000
円（学生無料） 要予約
南 48・9454

■行政相談委員にご相談を
　毎月第２・４水曜日の、
13：30〜16：00に、行政
機関の業務に関する相談を
受け付けます。 旭川行
政相談センター（１の８　
フィール旭川７階　 38・
3011）
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４／28㈯　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
■「憲法週間」行事
①裁判所見学　②金銭問
題解決・成年後見等の出前
講義 ①５／１㈫〜７㈪　
９：30〜16：00　②５／
１㈫〜31㈭　10：00〜15
：00のうち、１時間程度（い
ずれも土・日曜日、祝日を
除く） ①旭川地方・家庭
裁判所（花咲町４） ①ど
なたでも　②10人以上の団
体等 ５／１〜７にアッシ
ュアトリウム（１の７）で
パネル展を開催 旭川地方
裁判所総務課 51・6255
■学習講演会と
マルハナネット総会
大雪山の昆虫類を学ぶ。
終了後総会 ４／22㈰　13
：00〜16：30 神楽公民
館（神楽３の６） 60人
寺島 65・1940
■セイヨウオオマルハナバ
チを捕まえませんか！
特定外来生物セイヨウオ

オマルハナバチの防除 ５
／６㈰　８：20〜11：40
東川町羽衣公園 小学生以
下は保護者同伴 30人 50
円 集合場所＝旭川大雪ア
リーナ前（神楽４の７）。
持ち物等＝捕虫網等 ４／
28㈯までに福地 090・13
03・9141
■春のぶらぶら散歩と
クリーンウォーク
忠別川河畔のごみ拾い

５／12㈯　９：00〜14：
30 おぴった（宮前１の３）
小学生以下は保護者同伴
30人 50円 持ち物は問
い合わせを ５／５㈯まで
に福地 090・1303・91
41
■子育てのイライラ・子ど
もの発達について　
無料セミナー
５／12㈯　10：00から、

13：00から（各回90分）
石山工務店（東４の８）
子育て中の方（子供同伴可）
各回15組 ５／７㈪まで
に中里 0120・48・6622

●その他●

開設日・時間 料金施設名（住所）

開設日は融雪状況により変更になる場合があります。
休場日、団体利用（10人以上）は問い合わせを。

200円
無料

無料
無料
無料
無料
無料
無料

無料

無料

永山みず辺（永山町13）

東鷹栖（東鷹栖東３の１）

200円

200円
200円
200円
200円

400円

春光台（字近文６線３号）
忠和公園（神居町忠和）
東豊公園（豊岡12の11）
東光（東光24の７）

平成大橋（神楽岡16の４）

すえひろ（末広東３の４）

旭川大橋（曙２の８）

忠別広場（南８の22）

金星橋（東３の８）

永山（永山北３の８）
神楽（神楽６の１）

新橋（川端町４の６） 4／20㈮から
7：00～18：00

4／28㈯から

電話

グリーン
テックス
　57・8552

　52・0694
　69・2345
　36・7300
　38・0345

忠別ふれあい公園
（東旭川忠別）

農林整備課
　25・7459

5月中旬から
8：00～17：00 600円

パークランド嵐山
（江丹別町嵐山） 　63・0044

5／1㈫から
9：00～17：00 無料21世紀の森

（東旭川町瑞穂） 　76・2454

5月中旬から
9：00～17：00 無料江丹別若者の郷

（江丹別町中央）
東光スポーツ公園パークゴルフ初級・中級講習会
　5／31㈭、6／28㈭　8：00～12：00　　東光パークゴルフ
場（東光24の７）　　初級・中級者　　各日25人　　１人１回
400円　　旭川市パークゴルフ協会指導部長　秋山輝子さん
　5／１㈫～6／22㈮に東光パークゴルフ場　38・0345

　73・2409

旭神中央公園（旭神１の４）

パークゴルフ場をご利用ください　

定
日 所

申
講

料対

募集

採用

　パークゴルフ、日帰り・湯治
旅行、カラオケ大会ほか　年金
受給資格者　年2,000円　食事
・買物等の割引き特典あり

５／21㈪～６／21㈭　早朝・午
前・午後前半・午後後半・夜間の
部（週３回、１回２時間）から選
択　高校生以上　20人　5,000円
５／30～６／27　水曜日５回
10：00～12：00
　初級・初中級　各20人
　4,200円

　日本国籍を有し、平成31年４月１
日現在18～26歳の方
　５／20㈰・21㈪のいずれか１日

表千家　宗成会
高島
　53・3669

毎月３回金曜日
10：00～13：00
　月3,500円

ときわ市民ホール
（５の４）

とき・対象・定員・料金団体名・連絡先 ところ

自衛官候補生
自衛隊旭川地方協力本部
募集課　　51・6055

随時

対象・試験日区分・詳細 申込

旭川弓道会
４／16㈪～５／
６㈰に奥村
　61・3873

花咲スポーツ公園
和弓場
（花咲町２）

テニス教室
山本
　52・1110

日本製紙テニスコ
ート（パルプ町３
の９）

旭川年金受給者協会
中村　23・1539

　運営・活動に積極的に関わっ
ていただける方

４／30㈪までに
もりねっと北海道　
中村　76・2006

突哨山
運営協議会
運営委員

年金受給者の会
会員

内容・対象・料金・その他項目 申込

●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。


