
■旭川医療センター
がん患者・家族サロン
講座「食欲がないときは」
６／22㈮　13：30〜15
：00 旭川医療センター（花
咲町７） がん相談支援セ
ンター 51・3161
■弁護士による女性とＬＧ
ＢＴのための無料電話相談
暴力・離婚・差別・権利
等の相談 ６／25㈪　10：
00〜18：00 旭川弁護士
会 51・9527
■健康ボウリング教室
６／26〜８／２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）
■がん患者・家族の講座
①がんで家族を亡くした
人の集い　②プリザーブド
フラワーアレンジメントほ

か

①６／27㈬　②７／23㈪
14：00〜15：30 旭川厚
生病院別館ミナミナ（２の
24） ①がん患者の遺族　
②がん患者 各10人 ①６
／22㈮、②７／18㈬までに
同病院がん相談支援センタ
ー 38・2201
■福井フェア
梅を使った料理教室 ６
／30㈯・７／１㈰　11：00
か
ら 各６人 1,000円 10
：00から千尋窯の陶芸作品
展示、はんこ彫刻体験他も
開催 ６／28㈭までにア
トゥーリエ　ルート３（旭
岡１　 76・1777）
■困りごとなんでも相談会
社会福祉士等による相談
６／30㈯　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
■市民公開講座
「リウマチ健康セミナー」
６／30㈯　14：30〜16
：30 大雪クリスタルホー
ル（神楽３の７） 旭川医
療センター地域医療連携室
51・3161

●催　し● ■北海道栄養士会旭川支部
イブニングセミナー
小児アレルギーの治療
７／18㈬　19：00〜20：
30 勤労者福祉会館（６の
４） 80人 800円 ７／
10㈫までに旭川赤十字病院
栄養課 22・8111
■カナダ・オーストラリア
個別留学相談会
７／21㈯　12：30〜15
：00 国際交流センター（１
の８　フィール旭川７階）
５人 要予約 北海道留

学センター 011・825・
7701
■講座

「松浦武四郎と上川アイヌ」
７／22㈰　13：30〜15
：30 60人 1,000円
６／15㈮〜７／21㈯に川村
カ子トアイヌ記念館（北門
町11　 51・2461）
■Ｕ−16プログラミング
コンテスト講習会
７／30㈪・31㈫　13：
00〜17：00 小学生〜高
校１年生 各日40人 ７
／９㈪までに旭川工業高等
専門学校（春光台２の２　
55・8130）

■毛糸・レース編物
検定試験
９／16㈰ 中央公民館（５
の20） ８／31㈮までに日
本編物検定協会旭川支部　
飯田 92・3553

■人権擁護委員にご相談を
　人権について、困りごと
等があれば、お気軽にご相
談ください。今年４月から、
大平祐大さ

ん、奥山ゆみ子さ
ん、

浜田富枝さ
んが委員に委嘱さ

れました。 旭川地方法務
局人権擁護課 38・1114
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■院内講座「これから妊娠
を希望されるみなさまへ」
①不妊の原因と治療　②
高度生殖医療（体外受精ほ

か）
６／30㈯　①11：00から
②12：00から 各20人
森産科婦人科病院（７の７
22・6125）

■旭川ホルン倶楽部
定期演奏会
７／１㈰　14：30開演
木
き

楽
ら り ん

輪（神楽３の６） 80
人 上田 090・3111・81
78
■写真展「夜間中学は僕ら
のどんこう列車」
７／１㈰〜８㈰ こども
冨貴堂（７の８） 中島
090・6219・0091
■収育お片づけセミナー＆

アンド

収納検定３級試験
７／７㈯　13：00〜15
：20 プラスケイお片づけ
教室（末広５の11） 中学
生以上 ５人 5,000円
７／１㈰までに井下 090
・5079・8001
■あさひかわサケの会
「学ぼう川の働き　川の地
形とサケの多様性」
７／７㈯　13：30〜15
：30 神楽公民館（神楽３
の６） 小学生以上（小学
生は保護者同伴） 60人
300円（高校生以下無料）
６／15㈮〜７／６㈮に寺
島 65・1940
■旭川市医師会
女性医師部会市民講演会
肺炎と気管支ぜんそくに
ついて ７／７㈯　14：30
〜17：00 星野リゾートＯ
ＭＯ７旭川（６の９） 旭
川市医師会 23・5728
■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 ７
月〜９月の第２火曜日　13
：00〜15：40 中央公民
館（５の20） 行政書士会
旭川支部 56・5630
■石狩川フェスティバル
フリーマーケット
７／８㈰　10：00〜16
：00 石狩川河川敷（末広

東２の10） ６／18㈪〜30
㈯にリサイクル運動みんな
の会　岩崎 090・2058・
6586
■ゆかた着付け無料講習会
７／８㈰　13：00〜15：
00 ときわ市民ホール（５
の４） 10人 林 53・81
25
■セイヨウオオマルハナバ
チを捕りましょう！
持参した捕虫網で特定外
来生物の駆除 ７／14㈯　
９：00〜12：00 旭川リ
サーチセンター（緑が丘東
１の３） 小学生以上（小
学生は保護者同伴） 40人
300円（高校生以下無料）
６／15㈮〜７／13㈮に福
地 090・1303・9141
■旭川囲碁親子教室
７／14〜10／27の土曜
日（全10回）　10：00〜12
：00 旭川囲碁サロン（２
の９） 幼児〜小学生と保
護者（子供だけの参加も可）
15組 ６／14㈭〜８／31
㈮に日本棋院旭川支部 26
・2100
■京のひろば i

イン 
ｎ 旭川

認知症の講話、調理実習、
運動 ７／15㈰　10：00
〜15：00 神楽公民館（神
楽３の６） 30人 2,000
円 ７／11㈬までに生活習
慣病研究会事務局（市立旭
川病院内） 24・3181
■たくけんウォーク
花咲スポーツ公園陸上競
技場から新橋まで往復６km
の歩行 ９／23㈰　９：30
〜14：00 中学生以上1,2
00円（当日券は1,400円）、
小学生以下600円 ７／２
㈪〜８／31㈮に宅建協会旭
川支部 39・2323

●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。

前田
　090・5226・
6462

募集

■月２回火曜日　18：30～20：45
■木楽輪（神楽３の６）
■月2,000円

シャープ
　080・5180・
3599

オラトリオ
合唱団団員
 （アカペラ）

■毎週水曜日　10：00～12：00
■北星公民館（北門町８）
■月2,000円

女声合唱団
それいゆ
団員

項目 申込日時・会場・料金


