
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

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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メリークリスマス
設置してある衣装を着て記念撮影
12／17㈮〜25㈯
小学生以下　 カメラ持参

ＡＳＯＢＩ〜ＢＡ施設無料体験会
運動室一般開放種目を無料で体験、

館内施設見学
12／19㈰　９：00〜17：00

◇北門　北門町８　　 52・0765
冬休み企画「福笑いコンテスト」

１／11㈫　14：00〜15：00　
幼児と保護者、小学生以上　

◇永山　永山３の19　 47・8008
造形スタジオ「絵馬づくり」

１／５㈬〜９㈰　
幼児と保護者、

小学生以上

◇神居　神居５の12　 69・2225
カムカム工作「絵馬づくり」

１／５㈬〜８㈯　
幼児と保護者、小学生以上

◇神楽　神楽３の６　 63・6201
バラエティ広場「正月飾り工作」

12／26㈰〜28㈫　
幼児と保護者、小学生以上

◇春光　春光１の７　 53・7992

バイスキー体験会
下肢などに障がいがある方でも座

ってできるバイスキーの見学会・体
験会

12／25㈯、１／８㈯　
13：00〜15：00　

サンタプレゼントパーク（神居町
富岡）

５歳児〜中学生
12／21㈫までに旭川シュプール

クラブ 46・0763またはスポーツ
課 23・1944

スケート初心者教室
１／９㈰　10：00〜12：00　
６歳児〜小学生　
30人
スケート靴の貸出しあり

12／20㈪〜１／６㈭に花咲ス
ポーツ公園スケート場（花咲町３　

54・1142）

おひさま
春光２の８　 51・0637
らくらく子育て講座
「心をはぐくむ絵本」

１／11㈫　10：00〜11：00
乳幼児の保護者　
10人
託児あり（同室）
12／22㈬から

ほっとほたる
永山町５　 46・4749
いきいき子育て講座
「節分・みんなで鬼退治」

１／26㈬　10：00〜11：30
乳幼児と保護者　
12組　
１／13㈭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」

１／25㈫・26㈬　
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
「お正月遊びを作ってみよう」

１／13㈭　10：00〜11：30
乳幼児と保護者
12組
12／27㈪９：00から

いずみ
神居９の４　 62・8986
お父さんサロン
「お父さんと雪遊びを楽しもう！」

１／15㈯　10：00〜11：30　
乳幼児と男性保護者　
６組　
12／20㈪10：00から

ぴょんぴょん
旭神町　 66・2332
子育て講座「１〜２歳児の運動遊び」

１／21㈮　10：00〜11：30
１〜２歳児と保護者　
12組
12／27㈪９：00から

ねむのき
宮下通14　 090・8271・8899
リフレッシュ講座「リース作り」

１／21㈮　13：30〜14：30
乳幼児の保護者　 10人
１／５㈬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
育児講座「親子で運動遊び」

１／24㈪　10：30〜11：30　
１歳児以上と保護者　
10組　
１／13㈭から

ちゅうりっぷ
北門町８　 52・0765
育児講座
「１歳半から３歳までの食育教室」

１／27㈭　10：00〜11：30
乳幼児と保護者　
10組　
12／21㈫から

こまどりつ〜ながれ
東鷹栖４の３　 070・5049・4523
子育て講座「親子リズム運動あそび」

１／11㈫　10：30〜11：30
乳幼児と保護者　
10組　
12／21㈫からの火〜木曜日13：

00〜15：30

◇東光　東光５の２　 32・1473
木育教室

木材を使った工作
１／11㈫　13：00〜15：00　
幼児と保護者、小学生以上
10組　 随時

チャレンジデー
けん玉・なわとび検定
１／15㈯　10：00〜11：30　
小学生以上（縄跳びは幼児も可）

カムイの杜
も り

公園の催し
凧
たこ

作り教室
１／９㈰　９：30〜11：30　
小学生と保護者　 ８組　
１組300円　

12／21㈫からカムイの杜公園
（神居町富沢　 63・4045）
おもしろ工作・実験タイム
１月の土・日曜日、祝日（１・２

日を除く）　９：30〜11：00、13
：00〜14：00
※変更になる場合あり。

幼児と保護者、小学生
カムイの杜公園（神居町富沢　

63・4045）

離乳食教室（前期）
講話、調理の実演、試食
１／24㈪　13：30〜14：30
調理実習室（第二庁舎６階）
４〜７か月児の保護者　
18人　 100円
保健指導課 23・7816

東豊公園体育館の催し
親子ふれあい運動教室
①１／24㈪・27㈭

②２／21㈪・24㈭
いずれも10：00〜11：30

２〜３歳児と保護者　
各回10組　
１組100円
健康運動指導士　荻野ひとみさん

・尾崎　萌さん、音楽療法士　寺田
真澄さん

12／20㈪〜①１／21㈮、②２
／18㈮に東豊公園体育館（豊岡12
の11　 36・7300）
親子体操教室
２／７㈪　10：00〜11：00
２〜３歳児と保護者　
10組　 １組100円
児童指導員　大浦厚子さん、島　

みのりさん
12／20㈪〜２／４㈮に東豊公

園体育館（豊岡12の11　 36・73
00）

その他のイベントは
　に掲載

イベントの詳細は
　に掲載

こどもとお出掛け支援サイト
こどもーる

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

　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

　旭川のまちには、どんなデザインがあるだろう？家や家の周り、公園、
駅、まちで、調べたことや聞いたこと、目にしたものを絵日記にしましょ
う。市長賞などの入賞者には、プレゼントを贈呈します。
対象　小学４年生～中学２年生
応募方法　１／31㈪まで（当日消印有効）に、
旭川デザイン協議会（〒070－0030　宮下通
11　蔵囲夢内　「デザイン絵日記募集」係）
へ郵送。詳細は、学校で配布するチラシまたは
同協議会　に掲載
※絵日記を同協議会　などに掲載する場合あり。
【詳細】同協議会　23・3000

子育て・教育情
報

乳幼児～高校生、保護者を対象としたお知らせや、
妊娠・出産に関する情報です

絵日記
の例

旭川でみつけた

「デザイン絵日記」を募集！
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オンライン子育て相談会＆
アンド

ミニ講座
子供の発達と自己肯定感
１／12㈬　10：00〜11：00　
20人　
ふくふく家族の会代表　福屋聖恵

さん、旭川大学保健福祉学部コミュ
ニティ福祉学科の学生

「Z
ズ ー ム

oom」による開催
12／15㈬〜前日正午

に市 で受付け
母子保健課
26・2395

ＪＲ宗谷線で行く！
子ども体験学習ツアー

列車と路線バスで名寄市の「サン
ピラー交流館」へ出掛け、カーリン
グを体験

１／30㈰　8：30〜16：00
集合場所　旭川駅東改札口前

小学４〜６年生と保護者　
10組（抽選）　
食費は自己負担
12／22㈬〜１／14㈮に都市計画

課 25・9851

入学仕度金と奨学金貸付の受付を
開始
　高校や大学等への進学を希望する
方などで、経済的理由により、入学
仕度金・奨学金の貸付けを希望する
方に、無利子で貸し付けます。申請
期限は１／31㈪ですので、お早めに
お願いします。

申請書類等は子育て助成課で配布
子育て助成課（第二庁舎５階　

25・9107）

12／13〜27は介護保険料「普通徴
収」の方の第６期の納期です
　普通徴収の方の保険料の納入は、
口座振替が便利で確実です。

介護保険課 25・5356

沿岸バスの市内バス路線で
寿バスカードが利用できます
　12月から沿岸バスの市内バス路線
で、寿バスカードが利用できるよう
になりました。なお、乗り降りする
停留所のどちらかが市外の場合は利
用できません。

長寿社会課 25・6457

「N
ネ ッ ト

et 119」の登録を受付け
　「Net 119」は、聴覚や音声・言
語機能等に障害のある方が、スマー
トフォンやタブレットなどを使って
インターネットから119番通報がで
きるシステムです。このシステムで
は、事前登録した情報やGPSから取
得した位置情報によって通報場所を
特定し、チャット機能を使ったやり
取りで、救急車や消防車を出動させ
ることができます。
※登録方法等は、市 で確認するか、
　問い合わせを。

旭川市・上川町・鷹栖町に居住ま
たは通勤・通学していて、聴覚や音
声・言語機能等に障害のある方（身
体障害者手帳の有無は問いません）

消防本部指令課 33・9961、
33・9905、または障害福祉課 25
・6476、 24・7007

新型コロナウイルス感染症の影響に
よる国民健康保険料・後期高齢者医
療保険料・介護保険料の減免制度
　次のいずれかの要件を満たす方は、
申請すると保険料が減免になります。

保険料を全額免除＝新型コロナ
ウイルス感染症により、主たる生計
維持者が死亡、または重篤な傷病を
負った世帯の方
保険料の一部を減額＝新型コロナウ
イルス感染症の影響により、次のい
ずれかの世帯に該当する方

令和３年の事業収入・不動産収入
・山林収入・給与収入のいずれかが、
令和２年に比べて３割以上減少する
見込み

令和２年の所得の合計額が1,000
万円以下（介護保険の場合は除く）

収入減少が見込まれる種類の所得
以外の令和２年の所得の合計が400
万円以下
※収入等を証明する書類が必要。

詳細は市 に掲載
国民健康保険課 25・6247、後

期高齢者医療制度は 25・8536、
介護保険課 25・5356

がん患者サロンひまわり
オンラインで実施するヨガ教室
１／12㈬　13：30～14：00　
がん患者とその家族　 ８人　
「Z

ズ ー ム

oom」による開催
電話か電子メール（住所・氏名・

電話番号・電子メールアドレスを記
入）で、市立旭川病院がん相談支援
センター 24・3181、 gansoda
n@ach.hokkaido.jp

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

①１／13㈭・14㈮＝ＪＡあさ
ひかわ神居資材センター（神居１の
10）　
②１／18㈫～20㈭＝ＪＡあさひかわ
永山基幹金融支所（永山２の19）
③１／21㈮＝ＪＡあさひかわ旭正基
幹金融支所（東旭川町旭正）　
④１／26㈬＝イオンモール旭川駅前
（宮下通７）
①～③７：00～９：00
④９：00～11：00

各実施日の１週間前までに①〜③
旭川厚生病院健康推進課 33・71
71、④旭川がん検診センター 53
・7111

国民健康保険課 25・9841、後
期高齢者医療健診は 25・8536

心の健康に関する催し
つむぎ会「ひきこもり親の会」
　（予約制）

１／17㈪　14：00～15：30
第二庁舎３階　
おおむね20～40歳代の引きこも

り当事者の家族
精神科医師による心の健康に関す
　る相談（予約制）

１／26㈬　
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　
いずれも事前に保健師の個別相談

あり
健康推進課 25・6364

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

12／26㈰ ぞうけい教室 　ちぎり絵などで年賀状作り　　10：00～12：00、13：00～15：00　
　小学生　　各10人　　北海道教育大学旭川校の学生　　12／22㈬までに同館北星

日 講　座　名 内容・時間など会場
※各公民館の電話番号は21ページに掲載

１／７㈮ 冬休みものづくり教室 　万華鏡・プラ板でキーホルダー作り　　10：00～12：00　　小学生　
　15人　　作品を持ち帰る袋・飲み物持参　　12／28㈫までに同館西神楽

12／27㈪ 冬休み子どもスポーツ開放 　卓球・バドミントン・ミニバレー　　13：00～16：00　
　小・中学生　　上靴・飲み物・バドミントンラケット持参永山

１／６㈭ 親子陶芸教室 　10：00～12：00　　小学生と保護者　　６組　
　小学生500円、保護者1,000円　　12／20㈪から同館末広

１／６㈭ 書き初め教室 　９：00～11：00　　小学生（保護者同伴可）　　11人　
　小筆・新聞紙・タオル持参　　12／21㈫から同館神楽

１／６㈭ キッズ・チャレンジ教室 　LED家ライト作り　　10：00～12：00　　小学生（小学３年生以下は保護者
同伴）　　20人　　800円　　12／20㈪から同館神居

１／14㈮ 親子でパンづくりに
チャレンジ！

　菓子パン作り　　10：00～12：30　　５歳児以上と保護者　　６組　
　１組600円　　ファン・ライフ主宰　佐藤和恵さん　　12／22㈬から同館神居

１／14㈮ あつまれ～出張ひろば
in春光台

　節分遊び　　10：00～11：30　　乳幼児と保護者　　10組
　12／27㈪から同館春光台

１／20㈭ 子育てサロン 　節分・豆まき　　10：00～12：00　
　乳幼児と保護者、妊婦　　12組　　12／20㈪から同館永山

１／23㈰ 親子工作教室 　押し葉や経木（木の皮）を使った工作　　10：00～11：30　
　年長園児～小学生と保護者　　10組　　１人500円　　１／５㈬から同館春光台

１／７㈮ 冬休みキッズ公民館
　スクラップブッキングでオリジナルカレンダー作り　
　13：30～14：30、14：30～15：30　　小学生（小学２年生以下は保護者同
伴）　　各10人　　500円　　12／20㈪から同館

神楽

１／29㈯
はらぺこクッキング
「旭川の名物や銘菓を
作ってみよう！」

　教育大生が教える料理作り　　10：00～12：00、14：00～16：00　　小学
３～６年生　　各８人　　300円　　エプロン・三角巾・ハンドタオル持参　　
　１／24㈪までに北海道教育大学旭川校　川邊　・　59・1269
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公民館　講座カレンダー 子供版
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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

冬休み博物館イベント
まが玉を作って色をつけてみよう
１／８㈯　13：30〜15：00　
10人　 100円
12／22㈬から
アイヌ文様コースター作り
１／９㈰　13：30〜15：00
「ずぼんぼ」作り
１／10㈪　13：30〜15：00
アイヌ文様プラ板ストラップ作り
１／13㈭　13：30〜15：00
アイヌ文様しおり作り
１／15㈯　13：30〜15：00
古代織りコースター作り
１／16㈰　13：30〜15：00
小学４年生以上　 10人　
１／９㈰から

申込みは、受付開始日
の９：00から同館 で
受け付けます

１月のたいけんラボ「やってみよう
カッティングプロッタ」

モビール工作
小学生以上（小学３年生以下は保

護者同伴）　
150円　
日程等は同館 で確認を

はじめてのかんたんプログラミング
スクラッチを使ってプログラミン

グの考え方を学ぶ
１／８㈯〜10㈪　10：00〜12：

00、14：00〜16：00
小学２〜３年生と保護者
各９組（抽選）　
１組1,000円　
12／18㈯〜24㈮

◇東光　東光６の４　 39・3939
冬休み工作会「紙皿でつくる！
ボールキャッチャー」

１／６㈭　10：30〜11：30
幼児〜小学生　 10人
12／15㈬10：00から

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
１／７㈮　10：30〜11：30
幼児〜小学生と保護者　 ６組
12／15㈬10：00から

◇永山　永山３の19　 47・8080
冬休み工作会「お年玉も貯

た

められる
☆ワクワク貯金箱」

１／６㈭　10：30〜11：30　
幼児〜小学生と保護者　 ６組
12／15㈬から電話か来館

冬休みこども映画会
アニメの上映「げんきげんきノン

タン」「チップとデール」「トムと
ジェリー」　

１／７㈮　10：30〜11：30　
10人

冬休みおたのしみ会
絵本の読み聞かせ、工作「つくっ

てあそぼう！羽子板」　
１／12㈬　10：30〜11：15　
幼児〜小学生と保護者　 ５組
12／15㈬から電話か来館

おとなのふゆのおはなし会
旭川おはなしの会による素語りほ

か
１／16㈰　10：30〜11：30　
10人程度　

◇神楽　神楽３の６　 61・6711
ふゆのおたのしみ会

絵本の読み聞かせ、工作「キョロ
キョロかおコップ」ほか

１／６㈭　10：30〜11：30
幼児〜小学生と保護者　 ６組
12／15㈬から電話か来館

◇末広　末広３の２　 54・7111

冬休み期間中は、12
／27㈪、１／11㈫も開
館。9：30～18：00

特別整理休館日：末
広図書館＝１／18㈫～
21㈮

◇中央　常磐公園　 22・4174
アフタヌーンシネマ
「ぼくたちと駐在さんの700日戦争」

昭和54年の田舎町で繰り広げられ
る「ぼくたち」と「駐在さん」のい
たずら合戦　

12／26㈰　15：00〜17：00　
30人
12／15㈬から電話か来館

冬休み小学生ワクワクおたのしみ会
紙粘土でアイスのマグネット作

り＝12／27㈪、紙コップで飛ばす
ロケット作り＝１／11㈫　
いずれも14：00〜14：30

小学生と保護者　 各５組
12／15㈬から電話か来館

冬休み子ども映画会
アニメの上映「スノーマンとスノ

ードッグ」「おしりたんてい　ププ
ッ　ふめつのせっとうだん」　

１／６㈭　13：30〜14：30　
30人
12／15㈬から電話か来館

冬のおたのしみ会
絵本の読み聞かせ、工作「マジッ

クハンドをつくろう！」
１／７㈮　13：30〜14：30
幼児〜小学生と保護者　
10組
12／15㈬から電話か来館

ソウル D
デ イ

AY 友好図書巡回展
北海道と韓国ソウル特別市の友好

提携10周年を記念して寄贈された、
友好図書を展示

１／10㈪〜23㈰　
北海道総合政策部国際局国際課と

の共同事業

お米の科学館 a
アット

t サイパル
お米について学ぶ体験イベント　
１／７㈮〜10㈪　

10：00〜17：00　
旭川米生産流通協議会（上常盤町

１　農業振興課内　 25・7470）

キッズ電子工作「ＩＣラジオの製作」
１／８㈯　9：30〜12：30　
小学４年生〜中学生　
８人（抽選）　 600円　
12／17㈮〜27㈪

学生の科学展
高校生による科学体験ブース　
１／９㈰　10：00〜16：00
サイエンスボランティア旭川

　　　　　　　　　　 31・3016

親子かんたん電子工作室
「光の３原色をつくろう」

１／10㈪　10：00〜12：00
小学１〜３年生と保護者　
４組（抽選）　 １組900円　
12／17㈮〜27㈪

糸のこ体験工作
木のキーホルダーなどの工作
１／15㈯から　13：00〜16：30
他の日程は同館 で確認を。小学

３年生以下は保護者同伴

こども科学博士
磁石のふしぎな動き
１／９㈰　10：00〜11：30、14

：00〜15：30　
小学１〜３年生と保護者
各10組（抽選）　
１組500円
12／21㈫〜27㈪
錯覚を作ってあそぼう
１／10㈪　10：00〜11：00、

14：00〜15：00　
年中園児〜小学２年生と保護者
各16組（抽選）　
１組100円
12／21㈫〜27㈪

パソコン基礎講座
「ホームページ活用編」

１／15㈯　10：00〜12：00　
大人のパソコン初心者　
10人（抽選）　
300円　
往復はがきで12／23㈭〜29㈬

冬のあにまりうむ
「夜空に浮かぶ動物たちと旭山動物
園の動物を比べてみよう！」

１／15㈯　15：40〜16：40
170人　
プラネタリウム観覧料
12／18㈯から

地学体験学習
「鉱物カードの作成と岩石の分類」

１／26㈬　18：30〜20：00　
小学生以上（小学生は保護者同伴）
10人（抽選）　 200円　
１／10㈪〜16㈰

星の教室「今年の天文現象2022」
2022年に起きる天文現象をプラ

ネタリウムドームで紹介
１／30㈰　14：30〜16：30　
170人
空きがあれば当日参加可
１／５㈬から

天体を見る会「天王星と月の観測」
２／10㈭　19：00〜20：30　
25人（抽選）　
中学生以下は保護者同伴
１／９㈰〜30㈰

ギャラリートーク
「1960井上靖の欧米旅行」

企画展「井上靖の旅Ⅱ海外編」の
解説

１／15㈯　13：30〜15：00　
20人　
電話で同館　

　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

野
外
彫
刻
フ
ァ
イ
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昭和30年制作・ブロンズ製
高さ164㎝・忠別橋に設置

子供を高々と誇らしげに上げた夫婦の形を単
純化し、流動的で半抽象的な造形で表現。作
者は、こうした家族をテーマとした人体表現
をシリーズで制作している

山内壮夫「家族」
やまのうち  たけお

日 講　座　名 内容・時間など会場

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

●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

１／22㈯

１／16㈰ 肩こり・腰痛予防
ストレッチ

　13：30～15：30　　15人　　500円　
　１／13㈭までに同館中央

１／18㈫ 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　
　東光地区に居住の方東光

１／５㈬～
　　７㈮ 冬休み自習室開放 　９：00～17：00　　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　　大学生のボランティアによる学習指導を無料で実施永山

知るぽると塾イン旭川Ⅱ
「備えて安心！人生100年
時代のお金の話」

　10：30～12：30　　30人　
　金融広報アドバイザー　渡邊ゆかさん　　道民カレッジ連携講座　
　12／20㈪からの10：00～16：00に同大学

シニア

１／26㈬～
　　28㈮
（全３回）

Excelってな～に？
　公民館のパソコン（持参も可）でExcelの基礎を学ぶ
　10：00～12：00　　大人　　10人　　
　12／20㈪から同館

愛宕

１／19㈬ 成人講座
「パソコンなんでも相談室」

　10：00～12：00　　８人　　パソコン持参　
　１／６㈭から同館西神楽

１／19㈬ 東鷹栖公民館
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
　13：00～15：00東鷹栖

１／24㈪
　　25㈫

新旭川公民館
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　　18：00から　
　開催日の正午までに同館新旭川

12／20㈪ 神居

１／27㈭ ゆうゆう生活講座
～すてきにシニアライフ

　講座「食生活と生活習慣病～高血圧・糖尿病・脂質異常症」　
　10：00～12：00　　１／５㈬から同館春光台

高齢者「いどばたサロン」 　仲間づくりの交流の場　　13：30～15：00　　飲み物等持参

料
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