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プラネタリウム「名探偵コナン探偵

たちの星月夜（スターリーナイト）」

12／24㈫～１／15㈬　

10：20～10：50、11：20～11：

50、14：20～14：50　

高校生以上300円、３歳以上200

円、２歳以下無料

親子かんたん電子工作室

チャージレーサー作り　

１／７㈫　10：00～12：00　

小学１～３年生と保護者　

10組　 １組1,500円　

12／21㈯～27㈮

こども科学博士「磁石でものづくり」

１／10㈮　10：00～11：30　

小学１～３年生と保護者　 16組

１組300円　 12／21㈯～27㈮

冬休みらくらく工作室

「ミウラ折りに挑戦！」

１／11㈯　10：00～11：30、13

：30～15：00　 小学生（小学３

年生以下は保護者同伴）　 各10人

各100円　 12／25㈬～29㈰

親子とんとん工作

「手提げ小物ラックをつくろう」

１／11㈯　13：00～14：00

小学１～２年生と保護者　

10組　 １組500円　

12／25㈬～29㈰

初歩の電子工作「ラジオをつくろう」

１／12㈰　10：00～11：30

小学３～４年生（小学３年生は保

護者同伴）　 10人　 600円

12／25㈬～29㈰

市民木工教室（全２回）

「折りたたみもたれイス」

１／18㈯・19㈰　10：00～15

：30　 大人　 10人

3,500円　 １／８㈬～13㈪

天体を見る会

冬の星と天王星　 １／18㈯　

19：00～20：30　 雪・曇天時は

解説のみ。中学生以下は保護者同伴

クリスマス会

絵本の読み聞かせ、工作「ふっく

らくつ下を作ろう」

12／25㈬　10：30～11：30

冬休み子ども映画会

①「ノンタン　いたいのとんでけ

～☆」　②「ミッキーマウス」　

１／10㈮　①10：30～11：30

②14：00～15：00

①未就学児　②小学校低学年

◇永山　永山３の19　 47・8080

冬休みこども映画会

「げんきげんきノンタン」

１／８㈬　10：30～11：30

冬休みおたのしみ会

絵本の読み聞かせ、工作「くるく

る皿回し」ほか

１／９㈭　13：30～14：15

冬休み工作会「光の箱」

１／10㈮　13：30～14：30　

20人　 電話か来館

◇神楽　神楽３の６　 61・6711

ふゆやすみおたのしみ会

絵本サークル「ぽわぽわ」による

絵本の読み聞かせ、工作「１弦ギタ

ーを作ろう！」

１／９㈭　10：30～11：30

申込みは、受付開始日の９：00から

電話で受け付けます

コロッ・クルの冬休み

冬休み期間中は工作やサイエンス

ショーなどのイベントを毎日実施

12／24㈫～１／15㈬

冬休み天文教室

小型の天体望遠鏡作り

12／26㈭　10：00～15：00　

小学４年生～中学生　

10人　 4,000円　

12／21㈯から

中央図書館は冬休み期間中の月曜・

振替休日も開館

開館日時＝１／６㈪・13㈪・14㈫

９：30～18：00

◇中央　常磐公園　 22・4174

企画展示「人物でふりかえる旭川」

旭川ゆかりの彫刻家・加藤顕清の

作品等を加え、展示をリニューアル

２／27㈭まで

アフタヌーンシネマ

「サンタクロースになった少年」

12／22㈰　15：00～17：00

ミニギャラリー

「北海道の不思議スポット探訪」

郷土史研究家の千田　稔さんによ

る、写真と解説の展示　

12／28㈯～１／30㈭　

冬休みこども映画会

「新　ざわざわ森のがんこちゃん」

１／８㈬　13：30～14：30

冬のおたのしみ会

絵本の読み聞かせ、工作

１／10㈮　13：30～14：30

◇東光　東光６の４　 39・3939

冬休み子ども映画会

「ノンタン！サンタクロースだよ」

12／25㈬　10：30～11：30

冬休みおたのしみ会

絵本サークル「ののはな」による

絵本の読み聞かせほか

１／５㈰　10：30～11：30

冬休み工作会

「ビュンビュンとぶ！ビニール凧
たこ

」

１／８㈬　10：30～11：30

幼児～小学生　 30人

12／25㈬10：00から

◇末広　末広３の２　 54・7111

ミスター西垣　新春マジックショウ

１／８㈬　10：30～11：30

休館日は各施設にお問い合わせください

野
外
彫
刻
フ
ァ
イ
ル 

16

加藤顕清「婦人像・着衣」
かとう　けんせい

昭和39年制作・ブロンズ製

高さ170㎝・７条緑道に設置

表情や衣装など、ギリシャ彫刻を思わせる女性

像。腕を切り取ることで、より気品があり、落

ち着いた雰囲気となっている
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岡田　弘名誉館長の

サイエンスセミナー

人物史でたどる地震・火山防災

150年間のあゆみ　

１／11㈯　13：30～15：00　

小学生以上　

50人

申込みは、受付開始日の９：00から

電話で受け付けます。小学３年生以

下は保護者同伴

冬休み博物館体験

いずれも13：30～15：00

選べるワークショップ

12／24㈫、１／10㈮・12㈰　

各20人

だるまの色塗り

12／25㈬　 10人

アイヌ文様コースター作り

12／26㈭　 10人

アニメで学ぶアイヌ文化

12／27㈮　 30人　

マグネットしおり作り

12／28㈯　

10人

古代織りコースター作り

１／５㈰　 10人

12／17㈫から

オリジナルまが玉作り

１／７㈫　 10人　

100円

12／17㈫から

「ずぼんぼ」を作って遊ぼう

１／８㈬　 10人　

調べてみよう昔の道具

１／９㈭　

小学生、教職員　 10人

12／18㈬から　

干支の起き上がりこぼし作り

１／11㈯　 10人

12／24㈫から　

木粉粘土で土器作り

１／13㈪　 20人

12／24㈫から　

博物館所蔵　民族関係資料紹介

１／19㈰　13：30～15：00　

大人　 30人　

１／７㈫から

企画展

「歌詩『かぎろひ』65周年記念展」

12／24㈫～４／25㈯

10：00～16：00　

ワークショップ参加者と

こどもレセプショニストを募集

　２／２㈰に開催する、「金山　聡

～フルートの贈りもの」のフルート

ワークショップの参加者と、コンサ

ート当日にアナウンスやプログラム

の配布などを行う、こどもレセプシ

ョニストを募集します。いずれも応

募多数の場合は抽選とします。

ワークショップ

１／26㈰と２／１㈯の12：30～

16：20（両日、１人30分程度）

フルートの演奏経験がある中学生

で、全ての日程に参加できる方

６人程度　

２／２のコンサートで成果を発表

同ホール、カワイ旭川ショップ、

玉光堂、ヤマハミュージック、ポテ

トサービスセンター、コーチャンフ

ォー旭川店ミュージックコーナーな

どにある申込用紙に記入し、12／15

㈰～１／15㈬に持参か郵送

こどもレセプショニスト

２／２㈰　

12：50～16：30（予定）　

小学３～６年生

８人程度

12／15㈰～１／20㈪に電話で同

館

日 講　座　名 内容・時間など会場

１／25㈯

１／16㈭ 市民講座
　北国の野鳥について　　10：00～12：00　　50人　
　12／20㈮から同館

神居

公民館　講座カレンダー

１／15㈬ 公民館地域フォーラム 　同館の事業や地域の課題についての意見交換　　13：30～15：00　愛宕

２／２㈰～
３／１㈰

男の料理教室（全３回）
　２／２㈰・16㈰、３／１㈰　10：00～13：00　　料理初心者の男性　
　15人　　3,000円　　１／８㈬から同館

北星

１／16㈭ 市民大学公開講座
　シニアの社会参加とその役割　　10：00～12：00　　20人　
　12／20㈮から同館

愛宕

12／22㈰ 年越しそばを味わおう
　江丹別産のそば粉でそば打ちを学び、試食　　10：00～13：00　　若者セン
ター（江丹別町中央）　　大人　　10人　　1,500円　　12／20㈮までに同館

江丹別

思いやりを伝える
マナー講座

　13：00～15：00　　50人　　まごころ接遇アドバイザー　素野香織さん
　道民カレッジ連携講座　　12／23㈪からの10：00～16：00に同大学

シニア

12／23㈪

東光南地区
「ふれあいサロン」

神居

１／25㈯ 安部公房作品朗読会 　13：30～15：30　　30人　　12／23㈪から同館東鷹栖

●中央公民館　31・5218

●永山公民館　48・1659

●東旭川公民館　36・1017

●神楽公民館　61・6194

●末広公民館　53・4311

●江丹別公民館　73・2230

●東鷹栖公民館　57・2622

●神居公民館　61・2575

●西神楽公民館　75・3112

●春光台公民館　53・5620

●シニア大学　25・0022

●北星公民館　52・5545

●新旭川公民館　23・9299

●愛宕公民館　32・3422

●東光公民館　35・1708

１／17㈮ 公民館地域フォーラム 　同館の事業や地域の課題についての意見交換ほか　　11：00～12：00東旭川

１／16㈭
ゆうゆう生活講座
～すてきにシニアライフ

　生きがいづくりで、いつまでも健康に　　10：00～12：00　
　12／23㈪から同館

春光台

１／21㈫

高齢者「いどばたサロン」 　仲間づくりの交流の場　　13：30～15：00　　75歳以上の方　　100円

　外出が苦手な方の交流の場　　13：00～15：00　　　
　東光地域に居住の方

東光

公民館地域フォーラム１／22㈬ 　同館の事業や地域の課題についての意見交換ほか　　13：00～15：00　東鷹栖
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