
地域子育て支援センター ・ 子育てサロン 未就学児や保護者対象のイベントやサロンを各地域で開催しています未就学児や保護者対象のイベントやサロンを各地域で開催しています

その他のイベントは
　に掲載

19 こうほう旭川市民　2020（令和２）年◦８月 18こうほう旭川市民　2020（令和２）年◦８月

親子サッカー教室
９／６㈰　10：00〜11：30
東光スポーツ公園球技場（東光22

の８）
４〜８歳児と保護者
25組　
１人100円　
旭川地区サッカー協会　

遠藤祥悦さん
８／20㈭〜９／４㈮に東光スポー

ツ公園武道館 31・3510

カムイの杜
も り

公園の催し
体験学習教室　
①陶芸＝９／６㈰　13：00〜

15：00
②草木（玉ねぎ）染め＝９／20㈰
９：30〜11：30　

小学生と保護者　
各10組　
①１組1,500円　②１組500円

８／21㈮〜①９／１㈫、②９／
19㈯にカムイの杜公園（神居町富沢

63・4045）
おもしろ工作・実験タイム
９月の土・日曜日、祝日　９：30

〜11：00、13：00〜14：00
幼児と保護者、小学生

カムイの杜公園（神居町富沢　
63・4045）

アート体験教室
自然の素材を使った作品作り
９／12㈯　10：30〜12：00
神楽岡公園（神楽岡上流左岸広場）
小学生と保護者　
５組　
８／19㈬〜９／10㈭に公園緑地

協会 52・1934

公民館
子育てサロンぴかぴか

子供同士の遊び、保護者の仲間づ
くり

８／24㈪　
10：00〜12：00　

乳幼児と保護者　
春光台公民館 53・5620

イベントに参加してシールを集めよ
う。10枚でプレゼントがもらえるよ
定期イベント
お楽しみ会（月曜日11：00から）
わんぱくキッズ（木曜日16：00か
ら）
リトミック（水曜日11：00から）
※開催しない日もあり。

夜音
屋内音楽イベント
９／６㈰　18：00〜20：00

◇東光　東光５の２　 32・1473
チャレンジデー

けん玉・なわとび検定　
９／５㈯　10：00〜11：30　
小学生以上（縄跳びは幼児も可）

◇北門　北門町８　 52・0765
◇春光　春光１の７　 53・7992
◇永山　永山３の19　 47・8008
◇神居　神居５の12　 69・2225
◇神楽　神楽３の６　 63・6201

こども鉄棒教室
基本から逆上がりまで
９／５㈯・12㈯・19㈯のいずれ

か１日　9：30〜10：30
年中園児以上の未就学児　
各20人
各200円　

８／20㈭から忠和公園体育館（神
居町忠和　 69・2345）

ちょっとあそびの広場
おもちゃの貸し出し、わらべ歌・

レシピ紹介、手作りおもちゃキット
プレゼント

８月〜来年２月の第３火曜日
９：00から、９：30から、10：00
から、10：30から、11：00から
（各回２組。要予約）

ときわ市民ホール（５の４）
未就学児と保護者　
詳細は旭川民間保育所相互育成会
に掲載
同育成会 090・2819・6400

特認校（旭川第５小・桜岡中学校）
の見学・授業参観
　特認校とは、片道60分以内で通学
ができる等の条件を満たしていれば、
通学区域外からの入学者も受け入れ
る、市教育委員会が定めた学校です。

８／21㈮　13：30〜15：30
旭川第５小・桜岡中学校（東旭川

町東桜岡）
見学や面談は随時受付け。来年度

入学説明会は10／17㈯を予定
旭川第５小・桜岡中学校

　　　　　　　　　　 36・3441

無料法律相談会
養育費や、各種債務の返済等に関

する相談を弁護士が受付け　
８／25㈫　

13：30〜15：30（１人30分）　
ときわ市民ホール（５の４）
ひとり親家庭の父親・母親（離婚

前の方を含む）　
４人　
託児あり（要申込）　
母子家庭等就業・自立支援センタ

ー 21・7181

初心者ソフトテニス教室
９／５㈯　９：30〜11：30　
小学生　
30人　

８／17㈪〜９／２㈬に花咲スポ
ーツ公園テニスコート（花咲町１　

53・4084）

楽しく親子ヨガ
９／18㈮　10：00〜12：00
２歳児以下と保護者　
10組　
動きやすい服装。ヨガマットかバ

スタオル、飲み物持参
９／15㈫までに新旭川公民館

23・9299

お口を育てる離乳食
９／26㈯　10：00〜12：00　
６組　 500円　
栄養士　園田奈緒さん
エプロン・バンダナ・手拭きタオ

ル・子供用スプーン・食事用エプロ
ン持参

９／23㈬までに新旭川公民館
23・9299

下水道いろいろコンクール作品募集
ポスター、作文、標語、書道
市内、鷹栖町、東神楽町の小・中

学生（書道部門は小学生のみ）　
詳細は各学校にある応募要領で確

認を。10月上旬に入選者（部門ごと
に金・銀・銅賞、入選、応募者全員
に参加賞）を発表。表彰式は10月下
旬に開催予定

９／10㈭までに旭川市水道協会（上
常盤町１　 26・8524）
※学校単位での応募も可。

上下水道部総務課 24・3160

おひさま
春光２の８　 51・0637
パパ講座「お散歩＆

アンド

公園あそび」
９／19㈯　10：00〜11：30
１歳児以上と男性保護者　
５組　
随時

ほっとほたる
永山町５　 46・4749
いきいき子育て講座
「保育園・幼稚園について知ろう」

子育て支援ナビゲーターの話
９／23㈬　10：00〜11：30
乳幼児と保護者　 10組
９／10㈭からの14：00〜16：00

こもれび
もりもりパーク内　 56・0763
赤ちゃん講座

ベビーマッサージ（手・腕）
９／15㈫・16㈬　

11：00〜11：30　
０〜１歳児と保護者　
各10組　
随時

にょきにょき
豊岡３の３　 38・6816
子育て講座「子どもの歯について」

９／17㈭　10：00〜11：30　
乳幼児と保護者　
12組
託児あり　
９／３㈭９：00から

いずみ
神居９の４　 62・8986
お父さんサロン「お父さんとお散歩
・園庭遊びをしよう！」

９／12㈯　９：30〜12：00　
乳幼児と男性保護者　
６組　
大人250円、子供200円（給食代）
８／21㈮10：00から

ねむのき
宮下通14　 090・8271・8899
子育て講座「お口の健

け ん こ う

口教室」
９／18㈮　10：30〜11：30
乳幼児と保護者　
10組
９／１㈫からの10：00〜15：30

にねむのきにて。電話受付不可
ぱれっと
神楽３の６　 63・6201
子育て講座

子育て支援ナビゲーターによる保
育園・認定こども園・幼稚園に関す
る講話、相談

９／28㈪　10：30〜11：30　
乳幼児と保護者　
12組　　
９／14㈪から

ぴょんぴょん
旭神町　 66・2332
一緒に遊ぼう「運動会ごっこ」

９／17㈭　10：00〜11：30
走ることができる１〜５歳児と保

護者　
20組
９／２㈬９：00から

ちゅうりっぷ
北門町８　 52・0765
育児講座「スクラップブッキング」

９／15㈫　10：00〜11：30
北星公民館（北門町８）
乳幼児の保護者　
12人　
600円　 託児あり　
８／20㈭から

こまどりつ〜ながれ
東鷹栖４の３　 070・5049・4523
あそびの広場「りんご狩り」

９／24㈭　10：00〜11：30
南果樹園（東旭川町倉沼）
乳幼児と保護者　
15組　
200円　 現地集合
９／１㈫から

あつまれ〜出張ひろば i
イン

n 春光台
小麦粉粘土遊び　
９／11㈮　10：00〜12：00　
乳幼児と保護者
15組　

８／31㈪から春光台公民館 53
・5620

親子で遊ぼ　ねうぼら（全３回）
手形アートなど、ママと赤ちゃん

・妊婦の交流や情報交換、相談
10／７㈬、11／４㈬、12／２㈬

10：00〜11：30　
妊婦の方、０歳児と保護者
10組　
１回100円　

８／24㈪から中央公民館 31
・5218

サロンやその他のイベントは
　　子育てわくわく
　　カレンダー

子育て・教育情
報

妊娠・出産に関する情報や、乳幼児～高校生、
保護者を対象としたお知らせです

　内容　　日時　　会場　　対象　　定員　　料金
　講師　　その他　　申込　　詳細　　ホームページ　
　　がない場合は申込・料金不要。抽選の記載がなければ先着順

こどもとお出掛け支援サイト
こどもーる

イベントの詳細は
　に掲載
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結核健診を受けましょう
　初期症状は、風邪の症状に似てい
ます。病状の悪化と感染拡大を防ぐ
ため、次のことに注意しましょう。
２週間以上咳

せき

が続いたら、医療機
関を受診する　
１年に１回は胸部エックス線検査
を受ける　
規則正しい生活をして抵抗力を高
める
健診車による巡回健診
９／１㈫〜10／１㈭　 市内に住
んでいる65歳以上の方（来年３／31
までに65歳になる方を含む）　
日程や会場などは、支所等の市内
施設や、町内会から回付される「『結
核健診』健診車がきます」で確認を
健康推進課 25・9848

腸管出血性大腸菌感染症
（Ｏ

オー

157等）にご注意を
　Ｏ157やＯ111等に感染すると激
しい腹痛や下痢などの症状が出る他、
重い合併症を引き起こす場合があり
ます。次のことに注意しましょう。
調理前や食事前、排

はいせつ

泄後、汚物の
処理後等は、流水と石けんで手を洗
う　
肉類は75℃以上で１分以上加熱し、
中心部まで火を通す　
調理器具等の衛生管理を徹底する
１日に何度も水様便等の症状があ
る場合は、早めに医師の診察を受け
る
健康推進課 25・9848

ダニ媒介感染症にご注意を
　マダニは森林や草地などに生息し、
活動が盛んになる春から秋にかけて
咬
か

まれる危険性が高まります。ウイ
ルスや細菌を持つマダニに咬まれる
と、感染症を発症することがありま
す。次のことに注意しましょう。
草地などに入るときは長袖・長ズ
ボン・帽子・手袋を着用し、肌の露
出を少なくする　
屋外活動後は、マダニに咬まれて
いないか十分確認する　
マダニを寄せ付けない効果のある
虫よけを、補助的に使用する　
※咬まれたときは無理に取らず、皮
　ふ科を受診しましょう。受診時に
　はいつ、どこで咬まれたかを医師
　に伝えてください。また、咬まれ
　てから数週間程度は体調の変化に
　注意し、発熱等があった場合はす
　ぐに受診してください。
健康推進課 25・9848

市立旭川病院　産婦人科のご利用を
　８月から女性医師１人が新たに着
任し、婦人科手術全般を再開しまし
た。気になる症状やご相談のある方
は、お気軽にご連絡ください。　
市立旭川病院 24・3181

食事と健康展
「免疫低下予防に役立つ食事」
ポスター展示　
９／１㈫　10：00〜14：00、９
／２㈬　10：00〜16：00
市立旭川病院栄養給食科（金星

町１　 24・3181）

心の健康に関する催し
旭川自死遺族わかちあいの会
８／21㈮　午後　
第三庁舎保健所棟１階　
自死遺族の方　
事前に保健師の個別相談あり
健康推進課 25・6364
精神科医師による心の健康に関す
　る相談（予約制）　
９／16㈬　
第二庁舎２階　
精神科・心療内科への通院歴がな
い方、その家族
事前に保健師の個別相談あり
健康推進課 25・6364

特定健診・後期高齢者医療健診と
がん検診を併せたセット型健診

９／８㈫＝イオン旭川春光店
（春光町10）
９／13㈰＝旭川がん検診センター
（末広東２の６）
９／19㈯＝おぴった（宮前１の３）
９／28㈪＝地場産業振興センター
（神楽４の６）
９／29㈫＝神楽岡地区センター（神
楽岡12の２）
９／30㈬＝緑が丘住民センター（緑
が丘３の３）　
実施日の１週間前までに旭川がん
検診センター 53・7111　
協会けんぽ等の他保険の家族（被
扶養者）も利用可
国民健康保険課 25・9841、後
期高齢者医療健診は 25・8536

がん予防学級
専門医の講話、がん経験者の体験
談　 ９／８㈫　13：30〜15：30
イオンホール（宮下通７　イオン
モール旭川駅前４階）
９／４㈮までに旭川がん検診セン
ター 53・7111、健康推進課 25
・6315

介護保険
８／17〜31は介護保険料「普通徴
収」の方の第２期の納期
　普通徴収の方の保険料の納入は、
便利で確実な口座振替をご利用くだ
さい。
介護保険課 25・5356

介護保険施設入所者の食費・居住費
の特例減額措置
　申請することで食費・居住費のい
ずれか、または両方を減額します。
世帯や配偶者に市民税課税者がい
て負担限度額認定が受けられない方
で、次のいずれにも該当する方　
世帯員が２人以上　 世帯の公的

年金等の収入額と年金以外の合計所
得金額（土地の売却等による長期譲
渡所得などがあり、特別控除を受け
ている場合は控除後の額）から、介
護保険施設利用者負担額を引いた金
額が80万円以下　 世帯の預貯金等
の合計が450万円以下　 世帯が日
常生活に必要な資産以外の資産を所
有していない　 介護保険料を滞納
していない
※いずれも、別世帯の配偶者を含む。
申請先　介護保険課（総合庁舎２階）
介護保険課 25・6485

保険給付等の制限措置
　特別な事情がなく保険料を納めず
にいると、介護サービスを受けると
きに、滞納期間に応じて次の制限措
置を取ることがあります。　
介護サービス費の一時的な全額自
己負担　
保険給付の一時差止め　
利用者負担割合を３割または４割
に引上げ、高額介護サービス費等の
不支給　
特別な事情で保険料を納められな
い方には、保険料の減額や支払い猶
予の制度あり
介護保険課 25・5356

障害福祉サービス
高額障害福祉サービス等給付費
　現在介護保険サービスを利用中で、
60歳から65歳までの５年間に、継
続して障害福祉サービス（居宅介護
・重度訪問介護・短期入所・生活介
護）を利用していた65歳以上の方で、
一定の要件を満たす場合に、利用者
負担額の一部、または全部が払い戻
されます。
障害福祉課 25・9854

成年後見制度
市民後見人養成研修説明会
８／21㈮　18：30〜20：30
ときわ市民ホール（５の４）
10月上旬から開催予定の養成研修
を受講する方は参加が必要
成年後見支援センター 23・10
03、 23・1118

高齢者文化祭の作品を募集
市内に住む60歳以上の方
募集部門・規格　
絵画＝100号以内（額入りで、つ
り具付き）　
書＝１×２ｍ以内（額入りまたは
表装し、つり具付き）　
工芸品＝縦・横・高さの合計が３
ｍ以内（つるす作品は、つり具付き）
写真＝４つ切り（額入りで、つり
具付き。ワイド４つ切り、Ａ４判、
携帯電話・スマートフォンで撮影し
た写真も可。組写真は不可）
※出品は原則として今年の１月以降
　の作品で、２部門まで可（ただし、
　１部門１人１点まで。審査対象は
　１点に限る）。
出品方法　10／31㈯　10：00〜15
：00に、市民文化会館展示室へ持参
展示期間　11／３㈫　10：00〜16
：00、11／４㈬　９：00〜13：00
展示場所　市民文化会館展示室
優秀作品には表彰あり
長寿社会課 25・6457

「メール119通報」の登録を受付け
　「メール119通報」
は聴覚や音声・言語機
能に障害のある方が、
携帯電話等から電子メ
ールを使って火災・救
急を通報し、消防車や
救急車の出動を要請できるシステム
です。利用には登録が必要です。
対象　市内に居住、または通勤・通
学していて、聴覚や音声・言語機能
に障害があり、障害者手帳の交付を
受けている方
登録方法　メールの件名に「テスト
送信」、本文に利用者の氏名と生年
月日を記入し、test-119@city.asa
hikawa.hokkaido.jpに送信。返信
メールを受け取ってから、携帯電話
と障害者手帳を持参して障害福祉課
（第二庁舎２階）
※返信メールが届かない場合は、消
　防本部指令課に連絡を。詳細は市
　 に掲載。
障害福祉課 25・6476、 24・
7007、消防本部指令課 33・9961、
33・9905

高額サービス費の払い戻し
　介護保険サービス利用料の１か月分の本人負担額（食費・居住費等を除く）が、
下の表の限度額を超えたときは、一度申請をすると、超えた金額が高額サービス
費としてサービスの利用から約３か月後に払い戻されます。

高額サービス費を貸付け
　高額サービス費が払い戻されるまで、無利子で貸付けを行います。貸付額は、高
額サービス費の支給見込額の９割（1,000円未満切り捨て）で、10,000円以上が
対象です。
　いずれも介護保険課　25・6485

生活保護受給者等

市
民
税

非
課
税
世
帯

②

③

①
合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間
80万円以下の方等
①②以外の方等

区分 自己負担上限額

24,600円

24,600円

15,000円

市民税課税世帯 44,400円 44,400円

老齢福祉年金受給者等 24,600円 15,000円

世帯 個人

15,000円

24,600円

詳

　内容　　日時　　会場　　対象　　定員　　料金
　講師　　その他　　申込　　詳細　　ホームページ　
　　がない場合は申込・料金不要。抽選の記載がなければ先着順

高齢者・障害がある方を対象としたお知らせや、
健康に関する情報です

　健康診断やがん検診、健康・スポーツ
イベントなどに参加して、ポイントをた
めましょう。６ポイントためて応募する
と、抽選で協賛企業からお米や食事券、
人間ドック受診券などがもらえます。 
※今年は自宅で行った運動やオンライン
　講座の受講などでもポイントがたまり
　ます。

配布場所　各庁舎案内、各支所、東部ま
ちづくりセンター（豊岡３の３）、健康
推進課（第二庁舎３階）
取組期限　来年３／31㈬
　18歳以上の市民、または市内で勤務し
ている方
　参加方法等はチラシや市　に掲載 
　健康推進課　25・6315

あさひかわ健康マイレージ事業

詳

対

他
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◇中央　常磐公園　 22・4174
旭川開村130年記念企画展示
「人物で振り返る旭川」展

旭川にゆかりのある
著名人を紹介

9／27㈰まで

アフタヌーンシネマ
「スタートライン」

ろう者である映画監督の今村彩子
さんが自転車で日本縦断の旅に出る

８／23㈰　15：00〜17：00
30人　
電話か来館

ミニギャラリー「藤林利朗画　
なつかしい映画看板再現展」

８／29㈯〜9／29㈫

図書館講座「『うつほ物語』入門
日本最初の長編物語を楽しむ」

８／29㈯　13：30〜15：00　
30人　
北海道武蔵女子短期大学教授　

本宮洋幸さん　
電話か来館

◇神楽　神楽３の６　 61・6711
◇永山　永山３の19　 47・8080
◇末広　末広３の２　 54・7111
◇東光　東光６の４　 39・3939

博物館ワークショップ
アイヌ文様
　コースター作り

９／19㈯　
13：30〜15：00

20人
アイヌ文様かざぐるま作り
９／22㈫　13：30〜15：00
20人
いずれも小学３年生以下は保護者

同伴

申込みは、受付開始
日の９：00から電話
で受け付けます

天体を見る会
①土星・木星＝８／22㈯　

②海王星・土星・木星＝９／19㈯
いずれも19：30〜21：00　

各25人　
雨・曇天時は解説のみ。中学生以

下は保護者同伴
①８／16㈰から、②８／23㈰か

ら

自然体験学習「特定外来生物ウチダ
ザリガニをつかまえよう」

捕獲体験や水生生物の観察
８／30㈰　９：00〜12：30　
小学生以上（小学生は保護者同伴）
15人　 200円
８／22㈯〜27㈭

親子天文博士
天体望遠鏡の組み立て・設置・観

測体験　
８／30㈰　19：00〜20：30　
小学生以上と保護者　
６組
８／20㈭から

中高生のP
パ イ ソ ン

ython入門講座（全10回）
企業や研究所などでも使われてい

るプログラミング言語「Python」の
基本文法を学ぶ

９／５㈯・12㈯・26㈯〜11／14
㈯　10：00〜12：00

中学〜高校生
８人　 3,000円
８／22㈯〜28㈮

市民木工教室
「腰掛け引き出しの製作」（全２回）

腰掛けにもなる３段引き出し作り
９／12㈯・13㈰　

10：00〜16：00　
大人　 ８人　 4,000円　
９／２㈬〜６㈰

地学体験学習
アンモナイト化石の中を調べよう
アンモナイト化石を耐水ペーパー

で削って磨く
９／５㈯　10：00〜12：00
小学４年生以上　 10人　
300円　
８／26㈬〜９／１㈫
アンモナイトクリーニング体験
９／11㈮　10：00〜12：00
小学４年生以上　 10人　
350円　
８／26㈬〜９／１㈫
「誕生石の鉱物」と
　「怪しく光る結晶のふしぎ」

誕生石の標本作り、ブラックオパ
ールやラブラドライトなどが光る仕
組みを観察

９／18㈮　18：00〜19：30
小学生以上（小学生は保護者同伴）
10人　 200円
９／５㈯〜13㈰

パソコン基礎講座
「写真画像の編集編」

デジカメで撮影した写真データの
取り込みや、画像編集ソフトを使っ
た写真の修正方法などを学ぶ

９／19㈯　10：00〜12：00
成人のパソコン初心者　
８人　 300円
９／９㈬〜13㈰

趣味の電子工作「ＦMラジオを作る」
９／26㈯　13：30〜16：00　
高校生以上　
５人（抽選）　 2,000円　
９／９㈬〜16㈬

かでる講座（インターネット中継）
「着眼大局着手小局　囲碁の世界」

９／11㈮　13：30〜15：30　
常磐館（常磐公園）　
日本棋院東京本院棋士　

遠藤悦史さん　
道民カレッジ連携講座
北海道生涯学習協会

　　　　　　 011・204・5780

９／３㈭～
　　28㈪

９／23㈬ 市民講座（公開講座） 　TAKE７のバンド演奏による音楽鑑賞　　10：00～12：00　　大人　　５人　
　８／24㈪から同館永山

９／26㈯ 新そばを楽しもう講座 　収穫したてのそば粉を使ってそば打ちを学ぶ　　10：00から　　大人　　10人　
　1,500円　　８／24㈪から同館江丹別

９／11㈮ 秋の高齢者
健康づくり教室

　10：00～12：00　　60歳以上　　12人　
　ナチュラルヨガスタジオ　和田希和子さん　　８／20㈭から同館永山

９／10㈭ 認知症予防に
役立つ関わり方

　認知症予防に向けた講話や意見交換　　10：00～12：00　　
　15人　　８／20㈭から同館末広

９／25㈮～
11／20㈮

神居いきいき介護予防
教室（全８回）

　介護予防の筋力アップ運動ほか　　毎週金曜日　13：30～15：30　
　65歳以上の方　　25人　　８／24㈪から同館神居

９／11㈮ 神居再発見講座 　神居地区をバスで巡り、地史の魅力を学ぶ　　13：30～16：00　
　20人　　８／17㈪から同館神居

９／18㈮ きのこ探訪ハイキング 　とみはら自然の森（江丹別町富原）を歩き、キノコの見分け方を学ぶ　
　９：30～15：00　　20人　　８／17㈪から同館神居

９／９㈬ 市民健康講座
「ピラティス体験」

　呼吸法を活用し、体幹の深層筋を緩やかに鍛える　　10：00～12：00　　　
　15人　　８／20㈭から同館愛宕

９／15㈫ 東光南地区
「ふれあいサロン」

　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

９／７㈪ 旭山自然散策と
八十八ヶ所地蔵めぐり

　旭山自然散策と、四国からの入植者が建立した旭山の八十八ヶ所の地蔵を巡る　
　10：00～12：00　　大人　　15人　　集合場所＝旭山寺　　
　８／20㈭から東旭川公民館

東旭川

サークル体験
　　①歌謡＝９／３㈭　②社交ダンス＝９／５㈯　③ＰＣ＝９／７㈪　④木彫り＝９
／11㈮　⑤スピーチ＝９／12㈯　⑥ダンス＝９／14㈪　⑦民謡＝９／16㈬　⑧合唱
＝９／18㈮　⑨空手＝９／28㈪　午前①④⑦⑧　午後⑥　夜間②③⑤⑨　
　８／20㈭から同館

神楽

９／２㈬～
　　28㈪

公民館サークル体験・
見学会

　　①水墨画＝９／２㈬　②社交ダンス、③手話＝９／４㈮　④空手＝９／７㈪　⑤
大正琴、⑥陶芸、⑦脳トレ＝９／８㈫　⑧健康ダンス＝９／９㈬　⑨ミニバレー＝９
／10㈭　⑩婦人卓球＝９／11㈮　⑪合唱＝９／12㈯　⑫パソコン＝９／15㈫　⑬書
道、⑭パソコン＝９／16㈬　⑮パソコン＝９／17㈭　⑯コグニサイズ＝９／28㈪　
午前①⑤⑩⑪⑭～⑯　午後⑥～⑨⑬　夜間②～④⑫
　⑥500円　　詳細は問い合わせを　　８／20㈭から同館

永山

９／２㈬～
10／７㈬

いきいきライフ
「認知症から学ぶ各種
社会制度」（全６回）

　認知症をテーマに、高齢者などを地域で支えるための知識や心構えを学ぶ　
　毎週水曜日　13：30～15：00　　15人　
　８／31㈪までに中央地域包括支援センター　23・6022

中央

９／15㈫～
　　18㈮

Excel 入門講座「操作
の応用編」（全４回）

　18：00～20：00　　文字入力ができる方　　20人　　2,000円　
　８／20㈭から同館東光

９／16㈬ 活き活きハツラツ！
楽しく健康体操講座

　転倒防止・認知症予防等に向けた健康体操を学ぶ　　13：00～15：00　
　30人　　８／20㈭から同館東光

９／17㈭ ゆうゆう生活講座～
すてきにシニアライフ

　リハビリ体操指導士について　　10：00～12：00　
　８／24㈪から同館春光台

９／19㈯ マジック講演
「趣味を生かして」

　13：00～15：00　　30人　　旭川マジシャンクラブ会長　西垣良克さん　
　８／20㈭からの10：00～16：00に同大学シニア

９／５㈯ 司法書士会依頼講座
「相続手続き」

　13：00～15：00　　30人　　司法書士　上村修一郎さん　
　道民カレッジ連携講座　　８／20㈭からの10：00～16：00に同大学シニア

公民館　講座カレンダー
●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　

●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

●西神楽公民館　75・3112
●春光台公民館　53・5620
●シニア大学　25・0022

日 講　座　名 内容・時間など会場

８／24㈪ 高齢者
「いどばたサロン」

　仲間づくりの交流の場　　13：30～15：00　　　
　100円神居

９／３㈭ 女性学級ひまわり 　一般教養等の講義・館外学習ほか　　10：00～12：00　　女性　
　1,500円（当日に徴収）　　８／31㈪までに電話か来館北星

９／８㈫ 北星公民館百寿大学 　令和２年度入学式　　10：00～12：00　　４／10に申込みを完了した方　
　組別に実施。公民館に内容を掲示し個々に連絡北星

８／29㈯ 知って納得！
クルマの点検整備

　模型を使った車の点検整備の学習後に、整備士と自家用車を点検　
　13：30～15：00　　20人　　旭川地方自動車整備振興会中央
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　内容　　日時　　会場　　対象　　定員　　料金
　講師　　その他　　申込　　詳細　　ホームページ　
　　がない場合は申込・料金不要。抽選の記載がなければ先着順

休館日は各施設にお問い合わせください
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本田明二「スタルヒン像」
ほんだ　 めいじ

昭和54年制作・ブロンズ製
高さ2.55m・スタルヒン球場に設置

ヴィクトル・スタルヒンは、旭川中学校（現
旭川東高校）出身で、日本のプロ野球史上初
の300勝を達成した投手。スタルヒン球場か
ら、旭川の球児たちにエールを送っている


