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■職業訓練コース体験会
11／10㈯　12：40から
ポリテクセンター旭川（永
山８の20） 20人 11／
７㈬までに訓練課 48・23
27
■旭川市民マンドリン
アンサンブル定期演奏会
11／10㈯　18：30開演
大雪クリスタルホール（神
楽３の７） 700円 松田
31・5808
■鮭

サケ

トバづくり講習会
11／11㈰　９：00〜12
：00、13：00〜16：00
神楽公民館（神楽３の６）
小学生以上（小学生は保
護者同伴） 各20組 一組
1,500円 11／４㈰までに
福地 090・1303・9141
■口

こうくう

腔がん検診
11／11㈰　正午か

ら 道北
口腔保健センター（金星町

●催　し❷ 800円 佐藤 080・55
95・2436
■健康ボウリング教室
11／20〜12／27の火・
木曜日（週１回、全６回）
火曜日＝14：00から、19：
00から、木曜日＝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
アロマグッズ作りほ

か 11
／21㈬　14：00〜15：30
旭川厚生病院別館ミナミ
ナ（２の24） 10人 11
／16㈮までに同病院がん相
談支援センター 38・2201
■硬式テニス初級者講習会
３月までの第１〜３火曜
日　10：00〜12：00 大
成市民センター（６の14）
女性 15人 １回800円
旭川女子テニス連盟　臼
木 090・1645・3769

１） 50人 10／31㈬ま
でにはがきに住所・氏名・
年齢・電話番号を記入し、
旭川歯科医師会（〒070−
0029　金星町１　 22・
2361）
■地域に根ざす消費者教育
セミナー旭川
映画鑑賞、スマホの操作
体験ほ

か 11／17㈯・18㈰
10：30〜16：00 フィー
ル旭川７階（１の８） 35
人 11／６㈫までに全国消
費生活相談員協会北海道支
部 011・622・2725
■ジャグリング
「マイ・クロ・シアター」
11／18㈰　①15：00から
②19：00から 市民文化会館
（７の９） 小学３年生以
上 問い合わせを 出演者
＝ジャグリングパフォーマ
ーＫＵＲO 旭川子ども劇
場協議会 62・8566

■ダニ媒介性脳災を考える
予防対策 11／17㈯　

14：00〜16：30 おぴっ
た（宮前１の３） 10人
11／３㈯までに上川獣医師
会 24・2516
■父母向けいじめ防止マニ
ュアルづくりのための講演
と映像
フィンランドK

キ ヴ ァ

iVa授業ほ
か

11／17㈯　18：00から
市民文化会館（７の９）
料金は問い合わせを。パネ
ラー＝鳴門教育大いじめ防
止支援機構長、フィンラン
ド留学生、東川町教育長、
教職員、フィンランド協会
11／15㈭までに旭川地域
生涯学習の会　川村 31・
4645
■旭川交響吹奏楽団
定期演奏会
11／18㈰　14：00開演
市民文化会館（７の９）

■自衛隊高等工科学校生徒
日本国籍を有し、来年４

月１日現在15・16歳で、中
学校卒業・卒業見込みの男
子 試験日＝１／19㈯ 11
／１㈭〜１／７㈪に自衛隊
旭川地方協力本部募集課
51・6055
■北海道障害者職業能力開
発校　新入校生

求職中の障害者の方 試
験日＝12／３㈪ 11／１㈭
〜20㈫に同校 0125・52
・2774
■夢を生きる「女性のため
の教育・訓練賞」候補者

家族を扶養しながら自己
の教育や職業訓練のため、
財政的援助を必要としてい
る女性 自薦他薦不問 11
／16㈮までに国際ソロプチ
ミスト旭川　東 090・31
18・5051

■第２音楽隊定期演奏会
12／16㈰　16：00開演
市民文化会館（７の９）
往復はがきに住所・氏名

・年齢・人数（２人まで）
・車椅子席希望の有無・返
信面の宛先を記入して、11
／20㈫までに陸上自衛隊第
２師団広報室（〒070−86
30　春光町　 51・6111）
■支援の輪
チャリティーコンサート

10／20㈯　14：00開演
木

き

楽
ら り ん

輪（神楽３の６）
100人 北・ほっかいどう
総合カウンセリング支援セ
ンター 24・3010
■市民レクリエーションの
集い

10／21㈰　９：30〜12
：00 神楽公民館（神楽３
の６） 70人 高木 35・
1377
■おシゴト説明会 i

イン 
ｎ旭川

10／23㈫　13：30〜15
：45 アートホテル旭川（７
の６） 40歳以上の求職者、
女性求職者 履歴書不要、
服装自由 平田 011・209
・4510

●募　集●

●催　し❶

■市民講座＆
アンド

無料相談会
「遺言と相続」

11／３㈯　13：30〜17
：00 ＯＭＯ７旭川（６の
９） 北海道行政書士会旭
川支部 54・2855
■北海道教育大学附属旭川
小学校　新入学募集説明会

11／４㈰　13：00か
ら

同校（春光４の１　 52・
2361）
■いのちを考える講演会

11／４㈰　14：00〜16
：00 旭川北洋ビル（４の
９） 一般1,000円、中学
生以上500円 村山 35・
8976
■スイング・メッセンジャ
ーズ・オーケストラ
チャリティーコンサート

11／４㈰　18：30開演
大雪クリスタルホール（神

楽３の７） 中学生以上1,5
00円（当日300円増し）
村岡 090・2053・5582
■さをり織り
あさひかわグループ展

11／８㈭〜12㈪　10：
00〜17：00（12日は15：
00ま

で） たまギャラリー（宮
下通９） 加藤 090・95
17・0561
■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

11／８㈭　13：15〜14
：30 ２歳以上の幼児と保
護者 30組 10／31㈬
〜11／７㈬に同園（春光５
の２　 54・3556）
■ハピネスステーション
交流会

11／10㈯　14：00〜16
：00 ときわ市民ホール（５
の４） 婦人科がん患者
田辺 090・2069・2553
■建設産業女性活躍推進
セミナー

講演、事例紹介、パネル
ディスカッション 11／14
㈬　13：30〜15：30 市
民文化会館（７の９） 50
人 11／９㈮までに北海道
建設管理課 011・204・
5810

30こうほう旭川市民　2018（平成30）年◦10月

■旭川写真連盟展
10／20㈯〜25㈭　10：

00〜18：00（25日は17：
00ま

で） 市民文化会館（７
の９） 馬場 66・2838
■困りごとなんでも相談会

10／20㈯　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
■ザ・ニュースペーパー

社会風刺コント 10／23
㈫　14：00開演、18：30
開演 公会堂（常磐公園）

4,000円 まちなかぶん
か小屋 23・2801
■旭川医科大学病院
肝臓病教室

10／24㈬　14：00〜15
：30 おぴった（宮前１の
３） 野村 69・3111
■シニア向けパソコン体験

10／25㈭　13：00〜15
：00 パソコン初心者のシ
ニア ４人 10／22㈪ま
でにＰＣカレッジメディア
旭川校（４の17　 0120
・17・1500）
■教職員互助会総合文化祭

退職した教職員の絵画等
の作品展示 10／26㈮〜29
㈪　９：00〜17：00（26
日は正午か

ら、29日は16：00
ま

で） 市民文化会館（７の
９） 加藤 32・1064
■子どもに伝える
生と性の話

10／26㈮　10：00〜12
：00 ときわ市民ホール（５
の４） 20人 500円 ペ
アレントサポート　佐藤
090・9083・2817
■旭川医療センター
がん患者・家族サロン

スキンケアとカバーメイ
ク 10／26㈮　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
■ハロー赤ちゃん！

医師による講演、コンサ
ートほ

か 10／27㈯ Ｃ
コ コ

ｏＣｏ
Ｄ

デ

ｅ（宮前１の３） 妊婦
と家族、１歳未満の子と保

護者 母子衛生研究会 01
1・233・5977
■院内講座「これから妊娠
を希望されるみなさまへ」

①妊娠の仕組み　②高度
生殖医療（体外受精ほ

か）
10／27㈯　①11：00か

ら　
②12：00か

ら 各20人
森産科婦人科病院（７の７

22・6125）
■乳がん患者の集い

相談・交流会 10／27㈯
13：00〜15：00 フィー
ル旭川７階（１の８） 乳
がん患者とその家族 山下

080・6088・3922
■小学生プログラミング
体験講座

S
ス ク ラ ッ チ

cratchを使ってゲーム
作り 10／27㈯　13：00
〜15：30 小学３〜６年生

10人 2,000円 ＰＣ
カレッジメディア旭川校（４
の17　 0120・17・1500）
■フィンランド伝統装飾品

「ヒンメリ」ワークショップ
10／27㈯　13：00〜16

：00 Ｃ
コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ（宮前１
の３） 高校生以上 15人

1,000円 10／20㈯まで
に旭川フィンランド協会　
速水 57・8020
■旭川市青少年吹奏楽団
ポピュラーコンサート

10／27㈯　18：30開演
大雪クリスタルホール（神

楽３の７） 500円 畑山
090・6694・0050

■ぽっけ講演会＆
アンド

サロン
講演「生きていることの

素晴らしさ」ほ
か 10／28㈰

18：30か
ら 木

き ら り ん

楽輪（神楽
３の６） 80人 500円
Can net 73・5384
■日本尊厳死協会懇話会

終活について 10／30㈫
18：30〜20：00 Ｃ

コ コ

ｏＣｏ
Ｄ

デ

ｅ（宮前１の３） 30人
木林 34・0488

■地域支えあいの
まちづくりセミナー

講演「ひとりぽっちをつ
くらない」 10／31㈬ 公
会堂（常磐公園） 社会福
祉協議会 23・0742

●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。


