
　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　　　がない場合は料金・申込不要。抽選の記載がなければ先着順

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

子育て・教育情
報

今月の子育て健康相談 予約制

こどもとお出掛け
支援サイト

●子供に関する相談
………　26・5503

●ひとり親家庭等の相談

開設日時は窓口によって異なります

………　25・9107

就学児…　26・5501
未就学児　26・2395

●発達・発育に関する相談

　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
　おやこ応援課　26・2395

　●ひとり親世帯＝新型コロナウイルス感染症の影響により、収入
が減少した低所得のひとり親世帯等（令和４年４月分の児童扶養手
当受給者は支給済み）　●その他の世帯＝令和４年度非課税世帯、
または同感染症の影響により非課税相当の収入（所得）となった方
給付額　児童１人につき５万円
　支給要件などの詳細は、子育て助成課（第二庁舎５階）または市
　で確認を　
　来年２／28㈫までに子育て助成課　25・6446

　旭川駅構内を巡って駅舎の特徴を学ぶ他、
車両の整備などを行う場所を見学します。
　７／25㈪、８／13㈯９：00～12：15
集合場所　旭川駅東改札口前
　　小学生と保護者・各８組（抽選）
　７／20㈬までに右の申込
フォームで受付け　
　都市計画課　25・9851

子育て世帯生活支援特別給付金を支給 旭川駅＆運転所見学ツアー
アンド

申

対
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詳

日
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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・サロンを各地域で開催しています

催　し

ＡＳＯＢＩ～ＢＡ
あ　　　そ　　　び　　　ー　　　ば

宮下通14　 25・3211

もりもりパーク １の８　フィール旭川６階
56・0760

おひさま 春光２の８　51・0637

いずみ 神居９の４　62・8986こまどりつ～ながれ末広２の13　070・5049・4523

こもれび もりもりパーク内　56・0763

ちゅうりっぷ 北門町８　52・0765 にょきにょき 豊岡３の３　38・6816

ねむのき 宮下通14　090・8271・8899

ぱれっと 神楽３の６　63・6201

ほっとほたる 永山町５　46・4749

ぴょんぴょん 旭神町　66・2332

東
光

児童センター

カムイの杜公園
もり

神居町富沢　 63・4045
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 離乳食教室（前期）
講話、調理の実演、試食　 ８／31㈬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

 レーザーピストル射撃体験教室 i
イ ン

n 旭川
近代五種競技オリンピアンによる体験教室　
８／16㈫10：00～11：30（受付は９：30から）　
大成市民センター体育館（６の14）　 小学３～６年生
30人　 上靴持参。運動できる服装で　
８／１㈪までに日本近代五種協会事務局
03・6447・0521

 こども運動教室
特殊なボールで頭と体を鍛える運動、かけっこほか
８／27㈯　①9：45～10：45、②11：00～12：00、

③13：30～14：30＝３歳児～未就学児（保護者同伴）
④15：00～16：00＝小学１～４年生　 スタルヒン球場
（花咲町２）　 ①～③20組　④20人　 ①～③１組500
円　④500円　 ８／５㈮～24㈬８：30～17：00（土・
日曜日、祝日を除く）に電話で公園緑地協会 52・1934

 アトリエ ASOBI〜BA
サマーリボンアクセサリー作り　
７／31㈰、８／１㈪13：30～15：
30　 中学～高校生　 各10人　
300円　 電話か来館、またはASO
BI～BA から

１歳児講座（全２回）
講話「１歳児期の特徴とふれあいあそび」＝８／18㈭、

制作と運動遊び＝８／25㈭10：00～11：00　
１歳６か月～２歳児未満と保護者　 ６組　
８／３㈬から

あおぞら広場「永山公園で公園遊びを楽しもう」
８／19㈮10：00～11：30　 永山公園（永山９の８）
乳幼児と保護者　 雨天時は室内遊び

赤ちゃん講座「ベビーマッサージ（かお）」
８／23㈫・24㈬11：00～11：30　
０～１歳児と保護者　 各10組　 随時

子育て講座「乳幼児期の関わり方のポイント」
８／25㈭10：00～11：30　 乳幼児の保護者　
12人　 託児あり　 ８／12㈮９：00から

F
フ ォ ー

ORマタニティ「助産師ゆうこ先生と懇談」
８／23㈫10：00～11：30　 乳幼児の保護者、妊婦
10組　 ７／20㈬10：00から

赤ちゃん講座
「ハイハイレース、赤ちゃんとヨガを楽しもう☆」
８／２㈫14：00～15：30　 ０歳児と保護者　
12組（兄弟の参加は不可）　 ７／20㈬９：00から

子育て講座「お口の健
けんこう

口教室」
８／24㈬10：30～11：30　 乳幼児と保護者　
10組　 ８／９㈫からの10：00～15：30にねむのき

にて。電話受付不可

育児講座「乳幼児の便秘について」
８／29㈪10：30～11：30　
乳幼児の保護者　 ８人　 託児あり　 ８／２㈫から

育児講座「“糖”のお話」
８／22㈪10：00～11：30　 乳幼児の保護者　
10人　 託児あり　 ７／25㈪から

あそびの広場「夏祭りごっこあそび」
８／25㈭10：00～11：30　 乳幼児と保護者　
８組　 ８／４㈭からの火～木曜日13：00～15：00

♦東光＝東光５の２ 32・1473　♦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

　　チャレンジデー「けん玉・なわとび検定」
　　 ８／６㈯10：00～11：30　
　　 小学生以上（縄跳びは幼児も可）

　　七夕飾り製作
　　 ８／３㈬～５㈮15：00～16：00　
　　 幼児と保護者、小学生以上

　　七夕飾り製作
　　 ８／４㈭～７㈰随時　
　　 幼児と保護者、小学生以上

　　工作の広場「七夕製作」
　　 ７／29㈮～８／２㈫10：30から、14：00から
　　 幼児と保護者、小学生以上

　　七夕飾り製作
　　 ８／１㈪～５㈮随時　
　　 幼児と保護者、小学生以上

　　七夕工作
　　 ７／28㈭～30㈯随時　 小学生以上

 定期イベント
　７／21㈭～８／20㈯の夏休み期間
の定期イベントはお休みします。

 体験学習教室
種遊びと標本ストラップ作り　
８／28㈰９：30～11：30　 小学生と保護者　
８組　 １組100円　 ７／21㈭から電話か来園

 おもしろ工作・実験タイム
８月の土・日曜日、祝日の９：30～11：00、
12：30～14：00（変更の場合あり。詳細は同
園 に掲載）　 幼児と保護者、小学生　

 今年度の児童扶養手当現況届は郵送で提出を
　対象者には、７月末に通知します。受付期間に提出され
ない場合は、11月分から手当の支給を停止します。
受付期間　８／１㈪～31㈬
受付場所　子育て助成課（第二庁舎５階）、各支所
子育て助成課 25・6446

 ホタルの生態学習とホタル観賞会
７／30㈯19：15～20：30　
幼児～小学生と保護者　 16人　 ７／19㈫から西

神楽パークセンター（西神楽南１の１ 75・3669）

 わくわく自然体験教室
旭山動物園の飼育員と旭山公園に生息する生き物を観察
７／31㈰＝春に会える丘（東旭川町倉沼）、８／６㈯

＝旭山三浦庭園（東旭川町倉沼）10：00～11：30　
小学生と保護者　 各20人　 持ち物は問い合わせを
７／15㈮から旭山三浦庭園 36・6811

 動物愛護センター体験会
獣医師の仕事の体験やバックヤードツアー　
８／１㈪～５㈮
13：00～14：00、14：00～15：00
小学生と保護者　 各２組　
７／18㈪から右の申込フォームで受付け
あにまある（７の10 25・5271）

その他のイベント
は　に掲載

施設の詳細は　に掲載
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子供版
会場 日 講　座　名 内　容　・　時　間　な　ど

８／８㈪

８／４㈭

８／４㈭

８／４㈭

８／６㈯

７／26㈫・
　　27㈬

７／30㈯

７／30㈯

７／31㈰

公民館　講座カレンダー

永山

春光台

愛宕

北星

新旭川

神楽

東鷹栖

東光

西神楽

７／25㈪、
８／１㈪
７／25㈪～
８／１㈪

　13：00～17：00　　永山地区に居住または通勤・通学している小学
生以上　　大学生のボランティアによる学習指導を無料で実施

夏休み
子どもスポーツ開放
夏休み自習室開放

　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

夏休み
子どもスポーツ開放

　軽スポーツ等を楽しめるよう大ホールを開放　　13：00～16：00
　小～中学生　　上靴・飲み物・スポーツ道具持参

子育てサロンぽかぽか 　七夕祭り、参加者同士の交流　　10：00～12：00
　乳幼児と保護者、妊婦

夏休み子ども科学教室 　オリジナルの入浴剤作り、南極で体験した話　　10：00～12：00
　小～中学生（小学３年生以下は保護者同伴）　　20人　　250円
　旭川工業高等専門学校教授　古崎　睦さん　　７／20㈬から同館

親子夏休み工作教室 　日用品を使ったピンホールカメラ作り　　13：00～15：00
　小学生と保護者　　20組40人　　１組500円　　７／20㈬から同館

夏休み施設等見学 　科学館見学　　９：00～12：30　　小学生（低学年は保護者同伴）
　15人　　520円（保護者のみ）　　７／20㈬から同公民館

親子陶芸教室 　13：30～15：30　　小学生と保護者　　15組　　１組1,500円
　７／20㈬から同館

夏休み木育教室 　箸、表札作り　　10：00～12：00　　小学生　　20人
　７／20㈬から同館

夏休みものづくり教室
「モビールづくり」

　10：00～12：00　　小学２～４年生　　10人
　７／20㈬～29㈮に同館

親子夏休み工作教室 　スライム作りなど　　10：00～12：00　　小学生と保護者　　20人
　200円　　サイエンスボランティア旭川　　７／20㈬から同館

８／７㈰

８／10㈬

８／19㈮

８／23㈫

夏休みキッズ 　経木（木の皮）を使った工作　　９：30～11：30
　年長園児～小学生（小学３年生以下は保護者同伴）　　10人
　500円　　７／20㈬から同館

虫の学校 　昆虫採集と標本作り　　９：00～15：00
　小～中学生（小学４年生以下は保護者同伴）
　８人　　幼児同伴不可　　７／25㈪から同館

親子でクッキング！ 　牛乳寒天とかぼちゃの蒸しパン作り　　10：00～12：00
　２歳児以上と保護者　　８組　　400円　　７／25㈪から同館

ゴルフ場へ行こう！
～夏休みゴルフ体験

　競技のルールやマナー講習と実技体験　　９：30～12：00
　小学４年生～中学生　　20人　　マイクロバスでの送迎あり（市役所
前８：50発、神楽市民交流センター前９：00発、神居支所前９：08発）
　７／20㈬から同館

８／７㈰

８／10㈬ 夏休みこども公民館 　空気で遊ぼう　　10：00～11：30　　小学１～３年生と保護者
　６組12人　　７／20㈬～29㈮に同館

夏休み　ぞうけい教室 　教育大生と一緒に七夕の飾り作りを楽しもう
　10：00～12：00、13：00～15：00　　小学生
　各10人　　100円　　７／20㈬から同館

７／25㈪

８／７㈰

８／８㈪

８／12㈮

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　　10：00～12：00
　乳幼児と保護者

工作教室 　押し葉を使った小物入れ、経木（木の皮）のこま作り
　10：00～11：30　　年長園児～小学生（小学３年生以下は保護者同
伴）　　15人　　400円　　７／20㈬から同館

子育てひろば・
れっつクック

　手作りパンでバインミー　　10：00～12：00　　乳幼児と保護者
　12組　　１組500円　　７／25㈪から同館

あつまれ
～出張ひろば in 春光台

　新聞紙遊び　　10：00～12：00　　乳幼児と保護者　　10組
　７／25㈪から同館

イン

※各公民館の電話番号は20ページに掲載

 夏休み期間中に学校閉庁日を設定　
　子供たちへのきめ細かな教育の充実に向け、市では、教員の長時間勤務の解消や、休暇の取得促進を進めています。今
年度も、市立小・中学校の夏休み中の８／10㈬・12㈮・15㈪を基本に、学校閉庁日を設けます。学校閉
庁日の緊急時は学務課（　25・9116）へご連絡ください。詳しい日程等は、各学校から保護者へお知ら
せします。皆さんのご理解とご協力をお願いします。なお、放課後児童クラブは通常どおり開会します。

　学務課　25・9116詳


