春休み小学生卓球教室
卓球の基礎を学ぶ
３／28㈰、４／４㈰
※１日でも可。
13：00〜15：00
小学生
10人
３／26㈮までに神居公民館 61
・2575
子育てサロン
こいのぼり作り、エプロンシアタ
ーほか
４／19㈪ 10：00〜12：00
乳幼児と保護者
12組
３／22㈪から
永山公民館
48・1659

こけだま

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
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こどもーる

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
３／22㈪ 10：00〜12：00
乳幼児と保護者
春光台公民館 53・5620
親子豆腐作り体験講座
３／27㈯ 13：00〜15：30
４歳児以上と保護者
５組
エプロン・三角巾持参
３／22㈪から西神楽公民館 75
・3112
イン

あつまれ～出張ひろば in 春光台
こいのぼり作り
４／９㈮ 10：00〜11：30
乳幼児と保護者
10組
３／29㈪から春光台公民館 53
・5620

地域子育て支援センター ・ 子育てサロン
ぱれっと
63・6201
神楽３の６
子育て講座
「１歳からの虫歯予防講座」
４／19㈪
10：30〜11：30
１〜２歳児と保護者
10組
４／12㈪から
ちゅうりっぷ
52・0765
北門町８
育児講座
苔玉風こいのぼり作り
４／22㈭ 10：00〜11：30
乳幼児の保護者
10人
600円
託児あり
３／29㈪から
こまどりつ〜ながれ
東鷹栖４の３ 070・5049・4523
子育て講座「親子エアロビクス」
４／15㈭ 10：30〜11：30
乳幼児と保護者
15組
４／１㈭からの火〜木曜日13：00
〜15：00

こどもとお出掛け支援サイト

サケの稚魚放流
４／10㈯ 10：00〜11：00
集合場所 常磐館（常磐公園）
小学生以下と保護者
25組
公園みどり課 25・9705

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

もり

カムイの杜公園
おもしろ工作・実験タイム
４月の土・日曜日、祝日 ９：30
〜11：00、13：00〜14：00
※変更の場合あり。
幼児と保護者、小学生
カムイの杜公園（神居町富沢
63・4045）
公民館
おはなし会
絵本の読み聞かせ
４／10㈯ 11：00〜11：30
幼児・小学生と保護者
東旭川公民館 36・1017

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

にょきにょき
38・6816
豊岡３の３
あそびのひろば
「親子で楽しむふれあいあそび」
４／22㈭ 10：00〜11：30
１歳児以上と保護者
12組
４／８㈭９：00から
いずみ
62・8986
神居９の４
お父さんサロン
「お父さんと新聞遊びを楽しもう！ 」
４／10㈯ 10：00〜11：30
乳幼児と男性保護者
６組
３／22㈪10：00から
ぴょんぴょん
66・2332
旭神町
子育て講座
「親子でリトミックを楽しもう」
４／16㈮ 10：00〜11：30
１歳６か月児〜３歳児と保護者
12組
４／１㈭９：00から
ねむのき
090・8271・8899
宮下通14
リフレッシュ講座
「デコナップで作ろう」
４／21㈬ 10：30〜11：30
乳幼児と保護者
10組
４／１㈭からの10：00〜15：30
にねむのきにて。電話受付不可

子育て・教育
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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

おひさま
51・0637
春光２の８
親子遊びの広場
親子遊び、こいのぼり作り
４／27㈫ 10：00〜11：30
乳幼児と保護者
10組
４／14㈬から
ほっとほたる
46・4749
永山町５
いきいき子育て講座
「こいのぼりを作ろう」
４／28㈬ 10：00〜11：30
乳幼児と保護者
10組
飲み物持参
４／15㈭からの14：00〜16：00
こもれび
56・0763
もりもりパーク内
赤ちゃん講座
ベビーマッサージ（顔）
４／20㈫・21㈬
11：00〜11：30
０〜１歳児と保護者
各10組
随時

子ども農業体験塾

参加者募集
とき ５月～11月の原則として
土・日曜日（全６回予定）
対象 小学４～６年生
定員 20人
料金 年3,000円予定（他に食
材費などが掛かる場合あり）
【申込】３／16㈫～４／16㈮
に、農政課 25・7417

田植えや稲刈り、ハーブ収穫、酪農作業、
果樹のもぎ取り、農産物を使った加工・調
理などの体験を通して、子供の農業への理
解を深める取組みです。参加者や保護者か
らは「普段は体験できない農業を身近に感
じることができて良かった」「地元の農業
に関心を持つようになった」などの声が寄
せられています。

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
３／25㈭
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
こども手話講座
手話クイズ、手話による絵本の読
み聞かせほか
３／26㈮ 11：00〜12：00
＝東光図書館（東光６の４）
３／26㈮ 14：00〜15：00＝中
央図書館（常磐公園）
小学３年生以下（保護者の同伴可）
各５組
３／22㈪までに電話か、住所・氏
名・年齢・電話番号を記入してファ
ックスで、旭川ろうあ協会 45・07
57、 45・0760
障害福祉課 25・6476
水泳教室の参加者を募集
週１回
３歳児以上の未就学児
月額4,400円
日程等は問い合わせを
近文市民ふれあいセンター（近
55・3200）
文町15

※令和３年度の予算議決後に事業実施が確定。

◇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
４／３㈯ 10：00～11：30
小学生以上（縄跳びは幼児も可）
52・0765
◇北門 北門町８
春休み企画「凧作り、凧揚げ」
３／29㈪ 14：00〜15：00
小学生以上
随時
たこ

◇春光 春光１の７
◇永山 永山３の19
◇神居 神居５の12
◇神楽 神楽３の６

53・7992
47・8008
69・2225
63・6201

ASOBI〜BAギャラリー書道展
旭川商業高校書道部による作品展
示
3／21㈰〜４／18㈰
９：00〜21：00

その他のイベントは
に掲載
今月の子育て健康相談
（予約制）
身体測定、健康・栄養・歯科相談等
（当日の朝、検温してきてください）
０歳児〜未就学児
詳細は問い合わせを。中
止・延期情報は市 に掲載
母子保健課 26・2395

病児・病後児保育施設の
令和３年度利用登録申請を受付け
４月から来年３月までの病児・病
後児保育施設の利用に関する登録申
請を下記の施設で受け付けます。既
に登録済みの方も、４月からの利用
には、改めて登録申請が必要です。
登録の際には、利用する施設へ事前
にお問い合わせください。
病児保育 北彩都病児保育室まほう
のちから 74・5334
病後児保育 新旭川保育所 23・15
05、ほのぼの保育園 53・4103
き た さ い と

行事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
卒園・卒業おめでとう！
オリジナルの修了証書とガチャコ
３／22㈪〜31
インをプレゼント
今年３月で卒園する園児、小
㈬
学校を卒業する児童
定期イベント
お楽しみ会（月曜日11：00から）
リトミック（水曜日11：00から）
わんぱくキッズ（木曜日16：00か
ら）
※開催しない日もあり。

イベントの詳細は
に掲載

こうほう旭川市民

2021
（令和３）
年◦３月

18

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

令和３年度介護保険料
65歳以上の方の令和３年度の年間
保険料額は、７月中旬に送付する納
入通知書で確認してください。
特別徴収の方の介護保険料
６月

仮徴収

４月
８月
12月
来年２月

本徴収

10月

原則、今年２月と同額を
引き去り
※８月の保険料は変更の
場合あり
７月に確定する年間保険
料額から仮徴収分を引き、
残額を３回に分けて引き
去り

65歳以上の方で、２月に支払われ
た年金から介護保険料が引き去り
（特
別徴収）された方は、原則として４
月・６月・８月にも同額の保険料が
引き去りされます。
なお、４月には徴収額の通知書を
送付しません。年金から引き去りさ
れない方は、７月〜来年２月の計８
回を納付書または口座振替で納めて
ください。
介護保険課 25・5356
点字講習会
５／６から毎週木曜日（全35回）
10：00〜12：00
視覚障害がある方
15人
４／30㈮までに旭川点字図書館
23・5555）
（７の14
点訳奉仕員養成講習会
点字の読み書きや点字本の製作な
どの基礎を学ぶ
５／12から毎週水曜日（全35回）
13：30〜15：30
30人
４／30㈮までに旭川点字図書館
23・5555）
（７の14

精神科医師による心の健康に関する
相談（予約制）
４／21㈬
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

国民健康保険料・後期高齢者医療保
険料が年金からの引き去りになる方
等へ
４月から、新たに各保険料が年金
からの引き去りになる方には、３月
下旬に引き去り時期や保険料額のお
知らせを送付します。既に年金から
の引き去りになっている方（口座振
替の申込みをした方を除く）の４月
・６月・８月引き去り分の保険料額
は、原則２月引き去り分と同額です。
※８月の保険料額は変更の場合あり。
国民健康保険課 25・6247、後
期高齢者医療被保険者は 25・85
36
あん摩・はり・きゅうの助成券を
交付
市が指定した、視覚障害があるあ
ん摩マッサージ指圧師・はり師・き
ゅう師から施術を受ける場合に、500
円の助成券を年間８枚交付（使用は
１回につき１枚）
市内に住む70歳以上の方（昭和27
年４／１までに生まれた69歳の方を
含む）
交付期間 ４／１㈭〜来年３／31㈭
交付場所 長寿社会課（総合庁舎２
階）、各支所・出張所、東部まちづ
くりセンター（豊岡３の３）
持ち物 印鑑、住所・氏名・年齢が
確認できる身分証明書
長寿社会課 25・6457

胃・肺・大腸がん巡回検診
実施日

受付時間

会場

８：00～ 末広八区会館
４／ ８ ㈭
10：00 （末広１の12）
４／ ９ ㈮

８：00～ 北斗町内会館
10：00 （末広６の３）

４／12㈪

９：00～ 春光台公民館
10：00 （春光台３の３）

４／14㈬

９：00～ 末広東つつじ会館
10：00 （末広東２の９）

４／15㈭

９：00～ 春光台集会所
10：00 （春光台４の５）

４／19㈪ ７：30～ 末広みつわ会館
21㈬ 10：00 （末広６の６）
４／20㈫

９：00～ 末広公民館
10：00 （末広１の２）

４／22㈭

７：30～ 末広交友会館
10：00 （末広４の10）

４／23㈮

９：00～ 東鷹栖公民館第一
10：00 分館（末広３の７）

４／23㈮

７：30～ 新星町内会館
10：00 （末広４の５）

４／26㈪ ９：00～ 春光台地区センタ
27㈫ 10：00 ー（春光台３の５）

申込み不要。
持ち物や検診料等は、
問い合わせを。
大腸がん検診は当日、
会場で受付け。後日、便を提出
※旭川がん検診センター（末広東２
53・7111）でも受診可。
の６
希望者は同センターに申込みを。
健康推進課 25・6315
産婦人科に最新エコー機器を
導入しました
妊婦健診では通院中の方に限り、
４Ｄ画像で赤ちゃんの様子を見るこ
とができます。当院での出産をぜひ
ご検討ください。
市立旭川病院 24・3181

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

まだ健診を受けていない旭川市国保にご加入の35～74歳の方

今年度の特定健診は３／31㈬まで
年に１度、特定健診で健康チェック
をしましょう。8,000円相当の検査を
500円（前年度市民税非課税世帯は無
料）で受けることができます。
通院中は健診を受けなくて
良いと思っていませんか？
通院時の検査と特定健診では、
検査項目が異なることが
ありますので、忘れずに
受診しましょう。
【詳細】
国民健康保険課 25・9841

健康コラム

●特定健診の検査項目
身体測定や血圧測定、血液検査、尿検
査の他、医師による診察
※基準に該当する方のみ心電図検査・
眼底検査・貧血検査。
●受診までの流れ
①受診したい医療機関に電話予約する
②受診券を持って医療機関へ行く
※受診券がない方には再発行しますの
で、国民健康保険課にお問い合わせ
ください。

特定健診は、市内約120か所の医療
機関で受診できます。受
診可能な医療機関は、国
民健康保険課に問い合わ
せるか、市 で確認を。
※新型コロナウイルス感染症予防のた
め、通常の診療時間と異なる場合が
あります。各医療機関に確認してく
ださい。

昭和３７年４／２～同５４年４／１生まれの男性の方へ

あなたが、風しんの感染を拡大させてしまう可能性があります

Q

なぜですか？

この年代の男性には過去に公的な予防接種が
実施されていないため、約２割の方に抗体が
ありません。自分が風しんにかかると、家族
や周囲の人にも広げてしまうおそれがあります。

Ａ
Q

風しんに感染すると、どうなるの？

主に発疹や発熱などの症状が出ますが、感染
しても症状が出ない場合もあり、気付かない
うちに多くの人にうつしてしまう可能性があ
ります。妊娠20週頃までの妊婦が感染すると、赤ちゃ
んが先天性風しん症候群（先天性心疾患・難聴・白内
障など）を発症する可能性があります。また、大人は
子供に比べて症状が重くなることがあります。

Ａ

クーポン券の
長
使用期限を延

Q

どうしたら良いの？

まずは風しんへの抵抗力を確認するため、抗
体検査を受けましょう。風しんへの抗体がな
かった場合は、予防接種を受けましょう。抗
体検査・予防接種は、クーポン券を使用して無料で受
けることができます。対象者には令和元・２年度に同
券を送付しています。持っていない方に
は再発行しますので、健康推進課にお問
い合わせください。同券を使用できる医
療機関は、市 に掲載しています。

Ａ

風しんの抗体検査を受けるには、クーポン券が必要です。なお、令和元・２年度に発行
したクーポン券の使用期限を、同４年２月まで延長しました。印字された期限を過ぎて
いても使えますので、そのまま実施医療機関に持参してください

この他、市では、妊娠を希望する女性・そのパートナーなどの同居者を対象に、風しん対策の助成事業を実施して
います。詳しくは市 で確認、または健康推進課にお問い合わせください。
【詳細】健康推進課 25・9848
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●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
日
講 座 名
毎週月曜日 自習室の無料開放
地域フォーラム
３／25㈭
４／１㈭～ 男の体操教室
来年３／17㈭ （全23回）

東光南地区
「ふれあいサロン」

４／20㈫

さうんど～高齢男性の
く ら ぶ

４／22㈭～
ための運動倶楽部
来年３月
５／11㈫～
12／７㈫
５／11㈫～
来年２／１㈫
５／11㈫～
来年２／15㈫
５／12㈬～
11／10㈬
５／13㈭～
12／９㈭
５／13㈭～
来年２／３㈭
５／19㈬～
11／24㈬
５／20㈭～
来年２／17㈭

（全24回）

神楽市民大学
（全14回）

神居
東旭川

内 仲間づくりの交流の場
他 飲み物等持参

愛宕

神居女性学級
（10回程度）

神居

市民学級（全12回）

春光台

市民講座（全12回）

永山

女性学級「ひまわり」
（13回程度）
神居女性大学
（15回程度）

北星

内 外出が苦手な方の交流の場
対 東光地域に居住の方

シニア大学・百寿大学で学びませんか

日 13：00～15：00

内 健康・自然・歴史などの講座、館外学習 日 原則第２・４火曜日 10：00～12：
00 定 50人 料 2,000円 申 ４／14㈬10：00～14：00に料金を添えて来館

内 一般教養や健康などの講座 日 火曜日 10：00～12：00（一部午後の場合あり）
対 女性 定 30人 料 3,000円 申３／22㈪から同館
内 一般教養や健康などの講義、実習ほか 日 原則月２回火曜日
対 大人 定 40人 料 3,000円 申４／12㈪から同館

10：00～12

内 一般教養や健康などの講座、野外学習ほか 日 木曜日 10：00～12：00（一部午
後の場合あり） 対 女性 定 40人 料 3,000円 申３／22㈪から同館

内 一般教養や健康などの講義、実習
日 月１回木曜日 10：00～12：00

会場

定 40人

申４／５㈪から同館

日時・定員・料金・申込

「神楽百寿大学」 日５／21～来年２／18 第１・３・
５金曜日 定 60人 料 2,000円
神楽 申 ４／13㈫10：00から料金を添えて来館
公民館 「緑が丘百寿大学」 日 ５／14～来年２／25 第２・４
金曜日 定 30人 料 2,000円
申 ４／14㈬９：00から電話か来館
日 ５／13～来年２／10 月２回原則木曜日
中央 定
24人（抽選） 料 5,000円
公民館
申 ４／13㈫・14㈬９：00～15：00に本人が来館
日 ５／13～来年２／10 月１～２回原則木曜日
定 56人 料 2,000円

永山
～12：00
公民館 申
東旭川
公民館
末広
公民館
江丹別
公民館
神居
公民館
北星
公民館
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９：30

４／15㈭９：00～15：00に来館

日 ５／13～来年１／13 月２回原則木曜日 定 50人
料 4,000円 申４／６㈫～20㈫９：00～15：00に来館
日 ５／11～12／７

月２回原則火曜日

定 64人（抽選） 料 2,200円
申 ４／６㈫～８㈭９：00～15：00に本人が来館
日 ４／21～来年１／26 月２回原則水曜日
料 2,000円 申４／１㈭９：00から来館

定 30人

「しののめ百寿大学」

日 ４／20～来年１／25

原則月

東鷹栖
２回火曜日 10：00～12：00または13：00～15：00
公民館
定 30人 料 2,000円
第１分
申 ４／１㈭～９㈮９：00～15：00に東鷹栖公民館に来館。
館
４／６㈫10：00～12：00は第１分館に来館

新旭川
公民館
愛宕
公民館

日 ５／13～12／９ 原則月２回木曜日
定 15人 料 3,000円

春光台
公民館

９：30～12：00

申 ４／５㈪～20㈫９：00～15：00に本人が来館

日 ５／12～来年２／２ 月２回原則水曜日 定 38人
料 5,000円 申４／７㈬～14㈬10：00～15：00に来館
日 ５／12～来年２／９ 月２回原則水曜日
定 50人 料 5,000円

東光
：00
公民館 申
西神楽
公民館

くみひも

日曜午後に朗読を聞く
井上靖の短編小説『颱風見舞』の
朗読
３／28㈰ 13：30から
15人
朗読は井上靖ナナカマドの会
電話で同館

申４／８㈭10：00から同館

日時・定員・料金・申込

60歳以上の方を対象に、一般教養、実技、健康づくり等を開講。
日 ４／22～来年１／27 原則月２回木曜日 10：00～
東鷹栖
百寿大学は１年制で継続可能。シニア大学は４年制。
12：00または13：00～15：00 定 30人 料 2,000円
公民館 申
※時間の記載がないものは10：00からまたは13：00から
４／１㈭～９㈮9：00～15：00に来館

会場

春休みイベント
アイヌ文様マグネットしおり作り
３／20㈯ 13：30〜15：00
10人
展示室ガイド
３／21㈰ 14：00〜14：20、
14：30〜14：50
各10人
常設展示室観覧料
ループ組紐作り
３／27㈯ 13：30〜15：00
10人

た い ふ う み ま い

内 一般教養などの講義や館外学習 日 月２回木曜日 10：00～12：00
対 女性 定 30人 料 3,000円 申４／８㈭10：00から料金を添えて来館

内 一般教養や健康などの講義、実習、社会見学ほか
日 原則水曜日 10：00～12：00 定 24人 料 3,000円

休館日は各施設にお問い合わせください

10：00～12：00

内 一般教養や健康などの講義、館外学習ほか 日 原則第２・４水曜日
：00 定 40人 料 2,000円 申 ４／12㈪から同館

西神楽
愛宕

13：30～15：

内 豊岡、東旭川・千代田地域包括支援センターの指導によるストレッチや体力測定
日 毎月２～３回木曜日 10：00～11：30 対 高齢の男性 定 40人
申 ３／22㈪から同館

神居

市民講座（全13回）

日 11：00～12：00

内 体力・筋力に合った日常動作や軽体操を学ぶ 日 第１・３木曜日
00 対 70歳以上の男性 定 25人 申３／22㈪から同館

神居
東光

日 13：30～15：00

内 同館の事業や地域の課題についての意見交換ほか

神楽

あたご市民大学
（全10回）

講座カレンダー

●末広公民館 53・4311
●北星公民館 52・5545
●西神楽公民館 75・3112
●江丹別公民館 73・2230 ●新旭川公民館 23・9299 ●春光台公民館 53・5620
●東鷹栖公民館 57・2622 ●愛宕公民館 32・3422
●シニア大学 25・0022
●神居公民館 61・2575
●東光公民館 35・1708
会場
内容・時間など
永山 日 13：00～17：00 対 永山地区に居住または通勤・通学している小学生以上の方

高齢者
「いどばたサロン」

３／22㈪

公民館

野外彫刻ファイル

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

９：30～12

４／12㈪～16㈮８：45から本人が来館
月２回原則火曜日 定 24人
料 5,000円
申 ４／５㈪～16㈮９：00～15：00に来館
日 ５／14～来年２／４ 月２回原則金曜日 ９：30～12
：00 定 25人 料 2,000円
申 ４／１㈭～16㈮９：00～15：00に本人が来館

ジオパーク・カフェ
「ジオパークの教育的活用」
３／20㈯ 13：30〜16：00
科学館（宮前１の３）
27人
小学３年生以下は保護者同伴
社会教育課 25・7190
ミニミニ展示「ジオサイト紹介展」
大雪山カムイミンタラジオパーク
構想内のジオサイトの観光コースを
パネルで紹介
４／３㈯〜18㈰
科学館（宮前１の３）
社会教育課 25・7190

にし

まさあき

イ ノ セ ン ス

ウ ェ ッ ジ

西 雅秋「Innocence-Wedge」
作者は広島市出身。本来は鉄とブロンズ
を土中に埋めて、経年の自然変化を注視
する作品だが、作者と協議して地上に設
置。鉄のドラム缶は原発の冷却パイプ

平成10年制作、鉄・ブロンズ製
高さ105㎝、彫刻美術館前庭に設置

申込みは、受付開始日の
９：00から科学館 で受
け付けます
星の教室「宇宙を支配するダークマ
ターとダークエネルギー」
３／28㈰ 14：00〜16：00
50人
旭川天文同好会会長
富樫一憲さん
当日、会場前で受付
天体を見る会
「春の星と月、火星の観測」
①４／17㈯ ②４／24㈯
いずれも19：30〜21：00
各25人（抽選）
雨・曇天時は解説のみ。中学生以
下は保護者同伴
①３／21㈰から、②４／18㈰か
ら

◇中央 常磐公園
22・4174
春の園芸解説
土作り・野菜作りの
コツと裏技を紹介
３／27㈯ 13：30〜15：00
30人
解説は農山漁村文化協会北海道支
部の斎藤龍司さん
３／16㈫から電話か来館
アフタヌーンシネマ
「ヤコブへの手紙」
盲目の牧師と彼に届く手紙を代読
・代筆する元服役囚との交流を描く
３／28㈰ 15：00〜17：00
30人
３／16㈫から電話か来館
ミニギャラリー
「山の風景〜三浦弘人写真展」
大雪山系等の山々で風景を撮影し
た写真を展示
４／１㈭～５／27㈭
企画展示「人物でふり返る旭川」
旭川に関わる著名人の足跡を図書
館所蔵の資料とともに紹介
４／１㈭～５／27㈭

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
アイヌ語地名表示板紹介
地図や写真パネルを用いてアイヌ
語地名表示板を紹介
３／28㈰ 13：30〜15：00
20人
３／20㈯から

◇神楽 神楽３の６
◇末広 末広３の２
◇永山 永山３の19
◇東光 東光６の４

61・6711
54・7111
47・8080
39・3939

日 ５／11～来年２／15

月２回原則木曜日 10：00～
12：45または13：00～15：45 定 35人（抽選）
シニア
料 5,000円
大学
申 ４／２㈮・５㈪10：00～16：00、４／６㈫10：00～
日 ５／11～12／14 月２～３回原則火曜日 定 70人
12：00に本人が来所
料 4,000円 申４／９㈮10：00～11：30に本人が来館
日 ５／12～来年２／２ 月１～２回原則水曜日 定 50人
料 4,000円 申４／７㈬９：00～11：30に来館

こうほう旭川市民

2021
（令和３）年◦３月

日 ５／７～来年２／10

こうほう旭川市民

2021
（令和３）
年◦３月
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