
■ドリーム絵画サークル
会員（油彩・水彩）
毎週水曜日　13：00〜17
：00 大成市民センター（６
の14） 問い合わせを 遠
山 080・1887・8155

■託児付き職業訓練説明会
基礎からパソコンを学ぶ
３／20㈬・22㈮　10：
00〜11：00 各３人
ＰＣカレッジメディア旭川
校（４の17　 0120・17
・1500）
■旭川医療センター
がん患者・家族サロン
座ってできるリハビリ
３／22㈮　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
■知らないと損をする！
空き家対策セミナー
３／23㈯　13：00〜15
：00 豊岡交流スペースツ
ナグ（豊岡７の８　ラルズ
マート裏） 12人 ホーム
スター 38・8333
■困りごとなんでも相談会
３／23㈯　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
■こすもす・ドリーム
合同写真展
３／26㈫〜４／１㈪　９
：30〜17：50（30日・31
日は10：00〜16：00、１
日は９：30〜16：00）
ＮＨＫハートプラザギャラ
リー（６の６） 堀 76・
1515
■旭川東高校音楽部（合唱）
定期演奏会
３／26㈫　18：30開演
大雪クリスタルホール（神
楽３の７） 500円 同校
森実 23・2855
■サケ出発式（稚魚放流）
とカムイチェプ・ノミ
（アイヌ伝統儀式）
３／31㈰　10：00〜11
：30 忠別川河川敷（ツイ
ンハープ橋下旭神町側）

■自衛官（一般曹候補生）
日本国籍を有し、採用予
定月の１日現在18〜32歳の
方 試験日＝５／25㈯ ５
／15㈬までに自衛隊旭川地
方協力本部募集課 51・60
55
■海上保安学校学生
一次試験＝５／12㈰、旭川
ほか道内４市で受験可 高
校卒業等条件あり 10月採
用 ３／29㈮〜４／５㈮に
留萌海上保安部 0164・42
・0656
■国税専門官

平成元年４月２日〜同
10年４月１日生まれの方　
平成10年４月２日以降生
まれで、大学卒業見込みの
方など 一次試験＝６／９
㈰ ３／29㈮〜４／10㈬に
インターネットから札幌国
税局人事第２課 011・231
・5011
■年金受給者の会会員
パークゴルフ、日帰り・
湯治旅行、カラオケ大会ほ

か

年金受給資格者 年2,000
円 提携施設での割引特典
あり 旭川年金受給者協会
中村 23・1539
■旭川市結婚相談所相談員
（ボランティア）
結婚相談や出会いのパー
ティーの運営ほ

か 50歳以上
平日10：00〜16：00

に旭川市結婚相談所（１の
８　フィール旭川７階　
23・6588）
■旭川ジュニア吹奏楽団
43期生団員
毎週火曜日　17：30〜19
：30 知新小学校（８の13）
小学４年生〜中学３年生
月2,000円 畑中 090

・7645・5690
■旭川中央道場柔道少年団
団員
毎週月・水・金曜日　18
：00〜19：30 旭川市柔
道場（７の14） 幼児＝
月1,000円、小学生＝月2,5
00円 鈴木 090・7659
・4068

●募　集●

●催　し●

小学生以下は無料） 村岡
090・2053・5582

■くらしの無料法律相談会
行政書士による相続・各
種許認可申請等の相談 ４
月〜６月の第２火曜日　13
：00〜15：40 末広公民
館（末広１の２） 行政書
士会旭川支部 56・5630
■オラトリオ合唱団
イースターアカペラの夕べ
４／19㈮　19：00開演
ベルクラシック旭川（本
町２） 90人 1,000円
ミア 080・5180・3599
■旭川市青少年吹奏楽団
定期演奏会
４／28㈰　14：00開演
市民文化会館（７の９）
1,500人 大人800円、

高校生以下500円 畑山
090・6694・0050
■カナダ・オーストラリア
個別留学相談会
５／11㈯　12：30〜15
：00 国際交流センター（１
の８　フィール旭川７階）
５組 北海道留学センタ

ー 011・825・7701

■発達障害児者親の会・
学べる場を紹介
　当事者・家族・支援者な
どが交流できる場や、保育
士など専門職を対象とした
学習会に関心のある方は問
い合わせを。 ペアレント
サポート 22・7863
■交通事故の援護制度
　交通遺児等育成貸付（無
利子、中学校卒業まで）と
重度後遺障害者介護料支給
を行っています。詳細は問
い合わせを。 N

ナ ス バ

ASVA旭
川支所 40・0111
■アスベストによる疾病の
補償・救済
　中皮腫や肺がんなどを発
症し、石綿に関連する仕事
をしていた方には労災保険
による給付や特別遺族給付
金が支給される可能性があ
ります。詳細は問い合わせ
を。 旭川労働基準監督署
35・5901
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持ち物は問い合わせを あ
さひかわサケの会　福地
090・1303・9141
■みんなの（多世代交流）
フリーマーケット
３／29㈮・30㈯　10：
00〜15：00 出店（有料）
希望の方は問い合わせを
みんなのカフェ銀座（３
の15　 24・2233）
■高次脳機能障害家族会
交流会
３／30㈯　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
■小学生プログラミング
体験講座（S

ス ク ラ ッ チ

cratch）
３／30㈯　13：00〜15
：00 小学３〜５年生 10
人 500円 ＰＣカレッ
ジメディア旭川校（４の17
0120・17・1500）
■旭川ジュニア吹奏楽団
定期発表会
３／31㈰　14：00開演
公会堂（常磐公園） 500
円 畑中 090・7645・56
90
■世界自閉症啓発デー
L
ラ イ ト

ight i
イット

t  u
ア ッ プ

p b
ブ ル ー

lue 旭川
①ブルーライト点灯　②
コンサート ①４／２㈫　
18：00から　②４／６㈯　14
：00から Ｃ

コ コ

ｏＣｏＤ
デ

ｅ（宮
前１の３） 旭川自閉症児
者親の会　清水 090・94
32・5618
■きのこ栽培講習会
きのこ原木栽培について
の講習会、ほだ木作り体験
（持ち帰り可） ４／９㈫
・10㈬　13：30〜15：00
20歳以上の初心者 30人
旭川市森林組合（工業

団地３の１　 36・4268）
■スイング・メッセンジャ
ーズ・オーケストラ　サン
デーアフタヌーンa

アット

tココデ
ジャズコンサート ４／

14㈰　15：00開演 Ｃ
コ

ｏ
Ｃ

コ デ

ｏＤｅ（宮前１の３）
180人 大人1,000円、中
学生500円（当日券なし、

●その他●

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。

掲載を
希望する
方へ

掲載希望月の前々月１日～末日にお申
し込みください。申込方法や掲載基準
などは市　をご覧いただくか、広報広
聴課　25・5370にお問い合わせを。


