
■道営住宅の入居者
11／19㈪〜21㈬　９：
00〜18：30 道の駅あさ
ひかわ（神楽４の６） 募
集＝春光第一団地（春光６
の９）ほ

か、持ち物＝印鑑
アライ地所ＣＳ事業部 24
・2200
■北海道教育大学附属旭川
幼稚園　来年度の園児
年少＝20人、年中・年

長＝若干名 願書配布＝11
／26㈪ま

で、入園説明会＝11
／26㈪　14：00から 同
園（春光５の２　 54・35
56）
■職業訓練生
ものづくりを学び就職を
目指す １／８㈫〜６／28
㈮ 求職中の方 選考日＝
12／３㈪ 11／26㈪まで
にハローワーク旭川 51・
0176 ポリテクセンター
旭川（永山８の20　 48・
2327）
■簿記会計・パソコン事務
科受講生
簿記・パソコン等を学び
就職を目指す １／９㈬〜
５／８㈬ 求職中の方 15
人 テキスト代8,640円
選考日＝12／20㈭ 12／
14㈮までにネクストステッ
プラーニングカレッジ（４
の７　 85・7780）
■平成31年度「赤い羽根共
同募金」の助成団体
自主性・非営利・公開を
原則とし、活動資金の確保
が困難な市内の福祉団体に
資金を助成 12／20㈭〜１
／11㈮に旭川市共同募金委
員会 23・0742
■アートサークル
「野のゆり」会員
毎週第２・４火曜日10：
00〜12：00 ときわ市民
ホール（５の４） 月3,500円
斉藤 51・7577

■ヨガサークル
「ヨギ　シャラナム」会員
毎週月曜日・木曜日19：
30〜20：30 大成市民セ
ンター（６の14） 月3,500円

●募　集● 500円 中島 090・62
19・0091
■クリスタル・オブ・ジョ
イ　ゴスペルライブ
12／15㈯　18：30開演
市民文化会館（７の９）
前売り高校生以上1,000

円、小・中学生500円 手
話通訳あり 大島 080・
4159・5341
■萩原先生の医学講座「最
新！コレステロールの話」
12／15㈯　14：00〜15
：00 みんなのカフェ銀座
（３の15） 100人 大谷
24・2233

■冬の親子電波教室
ラジオキットの製作 12
／23㈰　９：30〜11：30、
13：00〜15：00 神楽公
民館（神楽３の６） 小学
３年生以上と保護者 各15
組 12／14㈮までに北海道
電波適正利用推進員協議会
011・733・6721

■親子で作って学ぶ
電気の不思議
12／23㈰、１／13㈰　
10：00〜12：00 小学１
〜３年生と保護者 各20組
500円 11／30㈮まで
に旭川工業高等専門学校（春
光台２の２　 55・8130）

■北海道最低賃金が改定
　10／１から時間額835円
に改定されました。 旭川
労働基準監督署 35・5901
■人権擁護委員にご相談を
　人権について、困りごと
等があればご相談ください。
10月から、荒木関　栄さ

ん、
川西康夫さ

ん、戸嶋千里さ
ん、

水口正博さ
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
■10/１〜３／31は
エゾシカ狩猟期間
　期間中は多くの狩猟者が
道有林へ入林します。狩猟
に伴う事故防止のため、狩
猟目的以外での入林はお控
えください。 上川総合振
興局南部森林室 46・5998
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横山 080・5588・59
52

■託児付き職業訓練説明会
基礎からパソコンを学ぶ
11／22㈭・26㈪　10：
00〜11：00 各10人
ＰＣカレッジ旭川校（４の
17　 0120・17・1500）
■T

タ ッ ク ス

AX  S
ス ク エ ア

QUARE 2018
税に関する絵はがき等の
作品展 11／21㈬　13：
00〜12／10㈪　15：00
旭川駅構内 旭川中税務署
90・1451

■障害年金無料相談会
社会保険労務士による相
談 11／24㈯　10：00〜
15：00 おぴった（宮前１
の３） 要予約 障害年金
支援の会　皆川 53・8115
■健康食品管理士会
市民公開講座
健康寿命を延ばす生活習
慣ほ

か 11／24㈯　12：30
〜16：35 旭川シニア大学
（１の８　フィール旭川７
階） 80人 高橋 011・
778・0985
■困りごとなんでも相談会
11／24㈯　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
■再就職のためのキャリア
デザイン説明・相談会
11／27㈫・30㈮　10：
00〜11：00 各10人
ＰＣカレッジ旭川校（４の
17　 0120・17・1500）
■脳外傷友の会
コロポックル道北交流会
11／28㈬　13：00から
ときわ市民ホール（５の４）
脳損傷後遺症がある方と
その家族 同会 85・6460
■映画「夜明け前〜呉秀三
と無名の精神障害者の100
年」上映会
12／９㈰　14：30から、

17：30から おぴった（宮前
１の３） 前売り800円
あかしあ労働福祉センター
57・0888

■旭川医療センター
がん患者・家族サロン
冬の音楽療法 11／30㈮
13：30〜15：00 旭川医
療センター（花咲町７）
同病院がん相談支援センタ
ー 51・3161
■司法書士・税理士による
相続に関する無料相談会
12／１㈯　10：00〜16
：00 フィール旭川７階（１
の８） 予約優先 11／30
㈮までに司法書士総合相談
センター 51・7837
■肝臓病教室
12／５㈬　14：00〜15
：30 おぴった（宮前１の
３） 検査体験会（定員10
人）は要申込 旭川医科大
学病院 69・3111
■上方落語「桂枝光独演会」
12／７㈮　18：30開演
45人 前売り1,200円
まちなかぶんか小屋（７
の７　 23・2801）
■子ども文庫クリスマス会
12／８㈯　10：00〜11
：30 幼児〜小学生 50人
旭川六条教会（６の10
23・2565）

■せせらぎウインドアンサ
ンブル　チャリティークリ
スマスコンサート
12／９㈰　13：30開演
永山公民館（永山３の19）
荒木関 090・8370・4
447
■盲ろう者つぼみの会
クリスマス交流会
12／９㈰　10：00〜13
：00 Ｃ

コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ（宮前
１の３） 600円 軽食・
飲み物付き 11／30㈮まで
に安土 34・1957
■旭川医大39派遣講座
超高齢社会の健康 12／
13㈭　16：00〜17：20
フィール旭川７階（１の８）
30人 旭川ウェルビーイ
ング・コンソーシアム 26
・0338
■講演会
「いわさきちひろと戦争」
12／15㈯　14：00から
勤労者福祉会館（６の４）

●その他●

●催　し●

●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。


