
■陸上自衛隊第２師団
創立記念行事
観閲式、訓練展示、戦車
の搭乗体験、模擬店ほ

か ６
／17㈰　８：30〜15：00
陸上自衛隊旭川駐屯地（春
光町） 第２師団広報室
51・6111
■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

５／23㈬　９：30〜11
：00 ２歳以上の幼児と保
護者 30組 ５／15㈫〜
22㈫に同園（春光５の２　
54・3556）
■争わない相続相談会
５／26㈯　９：30〜11
：30 中央公民館（５の20）
北海道相続診断士会道北
ブロック 67・2194
■社会保険労務士による
障害年金無料相談会
５／26㈯　10：00〜15
：00 おぴった（宮前１の
３） 予約優先 障害年金
支援の会　皆川 53・8115
■脳外傷友の会コロポック
ル道北記念講演
高次脳機能障害と臨床美
術体験 ５／26㈯　13：00
〜16：00 ときわ市民ホー
ル（５の４） 80人 脳外
傷友の会コロポックル道北
85・6460
■困りごとなんでも相談会
社会福祉士等による相談
５／26㈯　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
■北海道サケ会議
①講演会　②現地見学会
①５／26㈯　13：45〜
17：00　②５／27㈰　８
：30〜11：45 ①神楽公
民館（神楽３の６）　②集
合場所＝旭川駅 各60人
各500円 ②５／15㈫〜24
㈭に寺島 65・1940
■市民公開講演会
「尊厳を持って生きる」
５／26㈯　14：00〜16

●催　し● （全３回） ①初回６／30
㈯　10：00〜12：00　②
初回７／11㈬　17：30〜
19：30 ①フィール旭川７
階（１の８）　②同校（春
光台２の２） 中学生以上
①10人　②20人 ①2,5
00円　②500円 ①６／８
㈮、②６／22㈮までに同校
55・8130

■自動車税の納期限は
５／31㈭
　道内の金融機関や郵便局、
コンビニエンスストアなど
で納めてください。納付書
が届かない場合は札幌道税
事務所（ 011・746・11
90）、納付の相談は上川総
合振興局納税課（ 46・51
00）まで連絡を。
■堤防の刈り草を無償提供
６月〜８月 詳細は北海
道開発局ホームページに掲
載 ６／29㈮までに旭川
河川事務所（永山１の21　
48・2131）

30こうほう旭川市民　2018（平成30）年◦５月

：00 科学館（宮前１の３）
尊厳死協会旭川上川地区
懇話会　木林 34・0488
■劇団氷点華公演
市内の10の高校演劇部に
よる公演 ５／26㈯　15：
00から、18：00から 公会堂
（常磐公園） 500円 加
藤 47・6006
■がん患者・家族のための
講座
アロマグッズ作りとハン
ドトリートメント体験 ５
／30㈬　14：00〜15：30
旭川厚生病院別館ミナミ
ナ（２の24） 10人 ５／
25㈮までに旭川厚生病院が
ん相談支援センター 38・
2201
■旭川盆栽展
６／１㈮〜３㈰　９：00
〜17：00（３日は16：00
ま
で） Ｃ

コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ（宮前
１の３） 戸野塚 090・
6998・4788
■「ふまねっと運動」
養成講習会
①サポーター　②インス
トラクター３級 ①６／２
㈯　10：00〜16：30　②
６／３㈰　10：00〜17：00
①ときわ市民ホール（５
の４）　②勤労者福祉会館
（６の４） 各30人 ①7,0
00円　②12,000円 ５／
30㈮までにふまねっとセン
ター旭川 32・4590
■全国一斉特設人権相談所
６／２㈯　13：00〜16
：00 旭川合同庁舎（宮前
１の３） 旭川地方法務局
人権擁護課 38・1114
■北・ほっかいどう総合カ
ウンセリング支援センター
特別講演会
６／２㈯　14：00〜16
：00 大雪クリスタルホー
ル（神楽３の７） 500円
５／28㈪までに同センタ
ー 24・3010
■初夏の歌謡・舞踏祭
歌や日舞、バレエ、フラ
ダンスなどの発表 ６／３
㈰　12：00〜16：00 公
会堂（常磐公園） 1,000

円（小学生以下は無料）
旭川手をつなぐ育成会 37
・9010
■親子とみんなで楽しむ
フリーマーケット
６／３㈰　10：00〜14
：00 Ｃ

コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ（宮前
１の３） マムズグレース
塩谷 090・5987・7327
■講演会「暮らしの中の見
えない有害物質と健康」
６／９㈯　13：30から 勤
労者福祉会館（６の４）
500円 ガイア21　坂井
27・6007
■日本ロービジョン学会
市民公開講座
緑内障、糖尿病による目
の病気についての講座 ６
／17㈰　13：00〜15：00
大雪クリスタルホール（神
楽３の７） 日本ロービジ
ョン学会学術総会 06・49
64・8869
■旭川工業高等専門学校
公開講座
①タイ語会話（全５回）
②オリンピックと知的財産

●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。

募集

■５／21㈪～23㈬　９：00～18：
30　■道の駅あさひかわ（神楽４の
６）■募集＝第２神楽岡ニュータウ
ン団地（緑が丘東５の１）ほか、持
ち物＝印鑑

アライ地所ＣＳ事
業部　24・2200

道営住宅の
入居者

■６／４からの毎週月曜日　19：00～
20：30
■勤労者福祉会館（５の４）
■初心者■20人　
■入会金1,000円、月4,000円

５／20㈰から旭川
日中友好協会
鳴海
　090・2695・
8239

太極拳気
功講座の
受講生

■①旭川連盟ナイター教室　②ジュニ
アソフトテニス教室■①６／13からの
毎週水曜日（全15回）　18：45～20
：30　②６／９～９／29の毎週土曜日
９：30～11：30■花咲スポーツ公園
テニスコート（花咲町１）■②初心者
■各40人■①6,000円

①テニスショップ
やまもと
　52・1110
②加藤
　090・3390・
5895

ソフトテ
ニス教室
の生徒

■ものづくりを学び就職を目指す■７
／３㈫～12／25㈫■求職中の方■選考
日＝６／１㈮■■ポリテクセンター旭
川（永山８の20　　48・2327）

５／28㈪までにハ
ローワーク旭川
　51・0176（42
＃）

職業訓練
生

６／23㈯の13：
30から市民文化
会館（７の９）で
行う集いで自作の
俳句を発表

５／31㈭までに、はがきに未発表の
自作雑詠２句・住所・氏名・電話番
号を記入して、平間純一（〒071－
8133　末広３の５　　070・6602
・3901）

旭川市民俳
句の集いの
参加者

項目 詳細内容・日時など

項目 申込内容

項目 申込内容・日時など


