
31 こうほう旭川市民　2019（平成31）年◦２月

■道営住宅の入居者
２／25㈪〜27㈬　９：00

〜18：00 道の駅あさひか
わ（神楽４の６） 募集＝
第二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
■アートサークル
「野のゆり」会員

透明・不透明水彩、油彩
毎月第２・４火曜日　10

：00〜12：00 ときわ市
民ホール（５の４） 60歳
以上 月3,500円 斉藤
51・7577
■山菜料理コンクールの
レシピ
　応募条件あり。詳細は問
い合わせを。 日本森林林
業振興会旭川支部 にある
応募用紙に記入し、３／１
㈮〜４／10㈬に同支部（〒
070−8003　神楽３の５　

61・1092）
■職業訓練生

ものづくりを学び就職を
目指す ４／３㈬〜９／30
㈪ 求職中の方 ２／25㈪
までにハローワーク旭川
51・0176（42＃） ポ
リテクセンター旭川（永山
８の20　 48・2327）
■旭川遠友塾生徒

４月からの毎週土曜日　
16：30〜18：45 旭川医
療情報専門学校（９の11）

小・中学校に十分通えな
かった方、もう一度基礎的
な勉強をしたい方 月500
円 賛助会員（１口1,000
円）、ボランティアスタッ
フも募集 ３／22㈮までに
豊島 84・5015
■カウンセラー養成講座
受講生（３級）

臨床心理学、カウンセリ
ング理論、心理学ほ

か ５月
上旬〜10月の毎週火・木曜
日全40回　18：30〜20：
30 ときわ市民ホール（５
の４） 40,000円 ４／26
㈮までに北・ほっかいどう
総合カウンセリング支援セ

●募　集● ■映画「星に語りて〜
S
ス タ ー リ ー

tarry S
ス カ イ

ky」上映会
東日本大震災での障害者

の経験を描く ３／10㈰　
10：30か

ら、14：00か
ら、17

：30か
ら 大雪クリスタルホ

ール（神楽３の７） 1,000
円 あかしあ労働福祉セン
ター 57・1200
■ママとパパのための
子育てセミナー

３／16㈯　10：00〜11
：30、13：30〜15：00
各15組 ３／９㈯までに
石山工務店（東４の８　
22・1480）
■高齢者・障がい者の権利
擁護セミナー

成年後見制度の説明、映
画「あん」の上映ほ

か ３／
16㈯　15：15か

ら シアタ
ーカンダ（３の８） 200
人 1,000円 ３／８㈮ま
でにニムビン 34・8988
■旭川永嶺高校吹奏楽部
定期演奏会「カ・ケ・ル！」

３／16㈯・17㈰ 市民文
化会館（７の９） 一般1,000
円、高校生以下500円（当
日券500円増し） 同校保
護者会 080・5837・47
08
■旭川シビックウインド
オーケストラ定期演奏会

３／21㈭　18：00開演
大雪クリスタルホール（神

楽３の７） 800円（当日
券1,000円） 広陵中学校
泉 57・7330
■録音図書の音訳と校正の
ボランティア養成講座

４／16〜７／23の毎週火
曜日　10：00〜12：00、
８／13〜来年３／10の第２
火曜日　10：00〜12：00
・第４火曜日　10：00〜15
：00 受講後に音訳・校正
の奉仕活動ができる方 2,0
00円 ３／26㈫の10：00
から選考会（課題原稿の音
読と漢字テスト） ３／
20㈬までに旭川点字図書館
 （７の14　 23・5555）

ンター 24・3010

■北を創る記念公演
日本舞踊、長唄など17団

体の発表会 ２／17㈰　11
：00開演 市民文化会館（７
の９） 1,000円（小学生
以下は無料） 平間 080
・1878・9472
■旭川医療センター
がん患者・家族サロン

乳がんについて ２／22
㈮　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
■社会保険労務士による
障害年金無料相談会

２／23㈯　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 53・8115
■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）
２／23㈯　①11：00か

ら

②12：00か
ら 各25人

森産科婦人科病院（７の７
22・6125）

■高次脳機能障害家族会
交流会

２／23㈯　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 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

２／23㈯　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
■ピアノ教室発表会

２／24㈰　13：30開演
大雪クリスタルホール（神

楽３の７） 佐々木康子ピ
アノ教室 56・5674
■緑の探検隊冬の学習会

あさひかわ公園シンポジ
ウム ２／24㈰　13：30
か

ら ときわ市民ホール（５
の４） 20人 ２／22㈮ま
でに緑の探検隊　北村 09
0・2872・5867

■なぜ再生の大地　
撫順の奇跡と呼ばれるのか

講演、シンポジウム ２
／24㈰　13：30〜15：30

サン・アザレア（６の４）
あさひかわ西地域九条の

会 27・6007
■託児付き職業訓練説明会

基礎からパソコンを学ぶ
２／27㈬、３／１㈮・４

㈪　10：00〜11：00 各
３人 ＰＣカレッジメデ
ィア旭川校（４の17　 01
20・17・1500）
■市民不動産セミナー

不動産の税金相続 ２／
27㈬　18：30〜20：00
アートホテル旭川（７の６）

２／22㈮までに宅建協会
旭川支部 39・2323
■パーチメント・グラスア
ート旭川教室作品展

３／５㈫〜10㈰　11：00
〜17：00（10日は15：00
ま

で） デザインギャラリー
（宮下通11） 小島 090
・4878・8003
■シニア向け「i

ア イ パ ッ ド

Padで
写真集をつくろう！！」

３／６㈬　10：00か
ら・13

：00か
ら、３／13㈬・20㈬

13：00か
ら 各４人 1,750

円 ＰＣカレッジメディ
ア旭川校（４の17　 0120
・17・1500）
■がん患者さんの集い

治療中のおしゃれ ３／
７㈭　14：00〜15：30
10人 旭川厚生病院別館ミ
ナミナ（２の24） ３／１
㈮までに同病院がん相談支
援センター 38・2201
■方波見康雄×下田　憲
赤ひげ医師対談

３／10㈰　13：30〜15
：30 市民文化会館（７の
９） 500円 中島 090
・6219・0091
■萩原先生の医学講座
「腎臓病のはなし」

３／16㈯　14：00〜15
：00 100人 みんなの
カフェ銀座（３の15　 24
・2233）

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。

４月号掲載分（申込受付は２／１㈮～28㈭）
から、申込方法や掲載基準などを変更します。
詳しくはお問い合わせください。　
　　　　　　　　　広報広聴課　25・5370詳

掲載を
希望する
方へ

●催　し●


