
■ミュージカルキッズ
歌や芝居を通して英語を
学ぶ 年40回、日・月曜日
18：00〜20：00 神楽公
民館（神楽３の６） 小学
３年〜中学１年生 月4,000
円（教材費等は問い合わせ
を） ミア 080・5180
・3599
■戦没者遺児による慰霊
友好親善事業参加者
フィリピン他、旧戦域を
訪れて慰霊追悼、地域住民
との交流 日本遺族会 03
・3261・5521
■海上保安庁
図画コンクール
テーマ「未来に残そう青
い海」 詳細は第一管区海
上保安本部ホームページに
掲載 ９／７㈮までに同本
部環境防災課（小樽市港町
0134・27・0118）

■旭川駐屯地盆踊り大会
８／９㈭　17：00〜21
：00 陸上自衛隊旭川駐屯
地（春光町） 旭川駐屯地
業務隊 51・6111
■木になるフェスティバル
木材を使った実験・工作

ほ
か ７／21㈯　9：30〜15
：00 林産試験場（西神楽
１線10号） 林産試験場普
及連携グループ 75・4237
■北海道教育大学旭川校
オープンキャンパス
７／21㈯　９：30〜17
：00 同校　寺林（北門
町９　 59・1225）
■困りごとなんでも相談会
社会福祉士等による相談
７／21㈯　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
■北海道士別東高等学校
地域別入学相談会
７／25㈬　10：00〜15
：00 Ｃ

コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ（宮前
１の３） 中学生と保護者
同校　鈴木 0165・24
・2145

●募　集●

●催　し●

㈮までに旭川工業高等専門
学校（春光台２の２　 55
・8130）
■サケ案内人になろう！
サケの生態等を説明する
ボランティアの養成 ８／
18㈯　10：00〜12：30
神楽公民館（神楽３の６）
20人 300円（高校生以
下無料） ７／17㈫から福
地 090・1303・9141
■クラリネットコンサート
「響屋のお楽しみ袋」
８／18㈯　14：30開演、
18：00開演 Ｃ

コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ
（宮前１の３） 一般500
円、小・中学生300円（未
就学児無料） 中村 090
・2053・1125
■大平まゆみ
ヴァイオリンリサイタル
８／19㈰　19：00開演
大雪クリスタルホール（神
楽３の７） ４歳未満入場
不可 一般3,000円、大学
生以下1,500円 ＭＩＮＡ
ＭＩ音楽アカデミー 48・
9454
■乳がん患者と医師との
座談会
８／23㈭　14：00〜15
：30 旭川厚生病院別館ミ
ナミナ（２の24） がん患
者と家族 10人 ８／17㈮
までに同病院がん相談支援
センター 38・2201

■忠別ダムの流木を無料で
お譲りします
７／20㈮〜８／９㈭　８
：30〜15：00 忠別ダ
ム管理支所（東川町　 82
・5391）
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■当麻スカイスポーツ
フェスタ
グライダー、ラジコン飛
行機等のデモフライトほ

か

７／22㈰　10：00〜14：
00 当麻スカイパーク（当
麻町） 旭川航空協会　小
嶋 090・7647・7057
■高橋千悦子
バレエスタジオ発表会
７／22㈰　15：30開演
市民文化会館（７の９）
高橋 22・6528

■争わない相続相談会
７／26㈭　14：00〜16
：00 神楽公民館（神楽３
の６） 北海道相続診断士
会道北ブロック 67・2194
■旭川医療センター
がん患者・家族サロン
夏の音楽療法 ７／27㈮
13：30〜15：30 旭川医
療センター（花咲町７）
がん相談支援センター 51
・3161
■ホタル祭り i

イン 

ｎ 西神楽
７／28㈯〜30㈪　19：
30〜21：30 西神楽公園
（西神楽南１の１） 西神
楽ホタルの会　坂本 75・
3669
■おまつり広場2018
７／29㈰　10：00〜14：
00 常磐公園 300円（３
歳未満無料） 旭川子ども
劇場協議会 62・8566
■子ども収検４級と
お片づけボックス作り
７／29㈰ プラスケイお
片づけ教室（末広５の11）
小学生と保護者 ５組
2,500円 時間は問い合わ
せを ７／26㈭までに井下
090・5079・8001

■小学生プログラミング
講座
①プログラミング体験　
②マイコン操作（全２回）
①７／30㈪　10：00〜
12：00　②８／１㈬・３㈮
９：00〜12：00 ①小学
３〜６年生　②小学５・６
年生 各５人 ①3,000円
②12,800円 ７／27㈮
までにＰＣカレッジメディ

ア旭川校（４の17　 0120
・17・1500）
■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

８／１㈬　９：30〜11：
00 ２歳以上の幼児と保護
者 30組 ７／24㈫〜
31㈫に同園（春光５の２　
54・3556）

■薪ストーブ、ペレット
ストーブ大展示会
８／４㈯・5㈰　10：00
〜16：00 煙筒の横山（忠
和３の７） 設楽 080・
5586・5704
■裁判所ってどんなところ
？みんなで体験！
模擬裁判、法廷見学ほ

か

８／10㈮　９：15〜12：
05 旭川地方・家庭裁判所
（花咲町４） 小学５・６
年生 30人 旭川地方裁判
所総務課 51・6255
■北日本フィルハーモニー
管弦楽団定期演奏会
８／11㈯　18：30開演
大雪クリスタルホール（神
楽３の７） 1,500円（当
日券は500円増し） 島田
音楽学院 22・2078
■A

ア ー ト ロ ッ ク

rtRock  F
フ ェ ス テ ィ バ ル
estival 

o
オ ン
n R

ル ー ト
oute 12

絵画等の展示 ８／14㈫
〜27㈪　10：00〜18：00

ヒラマ画廊（２の８　
23・9345）

■工作機械を使った玩具の
製作体験（全２回）
８／18㈯・19㈰　９：00
〜15：00 小学５年生以上
（小学生は保護者同伴）
６人 2,000円 ７／27

●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。

●職員募集●
区分 申込対象・試験日

　日本国籍を有し、①②採用予定月の１日
現在18～26歳、③来年４／１現在18～20
歳（航空）、18～22歳（海上）（高卒・
見込み含む）の方
　試験日＝①８／26㈰・27㈪、９／18㈫
・20㈭・25㈫のいずれか１日　②９／21
㈮～23㈰のいずれか１日　③９／17㈪

　一次試験日＝①９／23㈰
②10／27㈯・28㈰

①自衛官候
補生
②一般曹候
補生
③航空学生

①は問い合わ
せを
②③は９／７
㈮までに自衛
隊旭川地方協
力本部募集課
　51・6055

①海上保安
学校学生　
②海上保安
大学校学生

①７／17㈫～26㈭
②８／23㈭～９／
３㈪に留萌海上保
安部管理課　0164
・42・0656


