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休館日は各施設にお問い合わせください
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47 昭和61年制作・黒御影石製・
高さ90㎝・忠別橋公園に設置

挟む形をしているが、実際には
何も挟んでおらず、向こう側の
景色が見えるだけ。何を挟むか
は、この作品の前に立つその人
次第なのかもしれない

鈴木太加志「挟」
すずき   た  か  し きょう

くろみかげいし

博物館　　　　　　　　　　　神楽３の７　69・2004

図書館

科学館（サイパル）　　　宮前１の３　31・3186

旭川文学資料館  　　常磐公園内常磐館　22・3334

彫刻美術館　　　　　　　　 春光５の７　46・6277

井上靖記念館　　　　　　　春光５の７　51・1188
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♦中央＝常磐公園 22・4174　♦永山＝永山３の19 47
・8080　♦神楽＝神楽３の６ 61・6711　♦東光＝東
光６の４ 39・3939　♦末広＝末広３の２ 54・7111
各館の申込みは、７／15㈮から電話か来館　
中央図書館のみ７／20㈬〜８／21㈰は休まず開館（７

／29㈮を除く）。火〜金曜日９：30〜19：00、月・土・
日曜日、祝日９：30〜18：00
内容等の詳細は同館 か各館で確認を

　　 アフタヌーンシネマ
　　 「アンネ・フランクを忘れない」
　　 ７／24㈰15：00〜17：00　 30人

　　 絵本サークル「ののはな」による
　　 大人のための絵本読み語り
　　 ８／４㈭11：00〜12：00　 30人　

　　 おはなしの森「夏休みのおはなし会」
　　 ８／７㈰11：00〜12：00　 30人　

　　 夏休み親子講座
　　 「ゲームで考えるS

エスディージーズ

DGsと世界」
　　 ８／９㈫13：30〜15：00　 15組　

　　 夏休みこども映画会「ねこざかな」ほか
　　 ８／12㈮10：30〜11：30　 30人　

　　 なつのおはなし会
　　 ７／24㈰10：30〜11：30　 10人

　　 夏休み工作会「ゆらゆらモビール」
　　 ７／27㈬10：30〜11：30　 ６組　

　　 夏休みこども映画会「ノンタン」ほか
　　 ８／３㈬10：30〜11：30　 10人

　　 夏休みおたのしみ会「読み聞かせ、工作」
　　 ８／10㈬10：30〜11：15　 ５組　

　　 なつやすみこども映画会「ムーミン」ほか
　　 ７／28㈭10：30〜11：30　 30人　

　　 夏休み工作会「ワクワクひもくじ」
　　 ８／４㈭10：30〜11：30　 小学生　 ８人　

　　 なつやすみおたのしみ会「読み聞かせ、工作」
　　 ８／５㈮10：30〜11：30　 親子６組　

　　 絵本サークル「ののはな」による
　　 大人のための絵本読み語り
　　 ８／10㈬11：00〜12：00　 10人

　　 夏休みおたのしみ会「読み聞かせ」
　　 ７／23㈯10：30〜11：30　 ６組　

　　 夏休み工作会
　　 「めんぼうで描こう！夏の絵はがき」
　　 ７／27㈬10：30〜11：30　 10組

　　 夏休みおたのしみ会「読み聞かせ、工作」
　　 ８／３㈬10：30〜11：30　 ６組　

　　 夏休み映画会「ラスカル」ほか
　　 ８／10㈬10：30〜11：30　 20人　

　　 どうぶつものしり講座
　　 ７／26㈫10：30〜11：30　 15人　

　　 夏のこども映画会「アニメ映画の上映」
　　 ８／３㈬10：30〜11：20　 15人　

　　 こわいおはなし会
　　 ８／９㈫10：30〜11：15　 15人

 こども彫刻教室「したからそうぞうするかたち
 ○△□〜山盛りの木で何ができるかな？」
７／30㈯、８／５㈮10：00〜12：00　 小学生（小

学３年生以下は保護者同伴）　 各10人　 300円　
彫刻家　岩永啓司さん　 軍手持参。汚れても良い服装

（エプロン）で　 電話で７／20㈬９：00から

 旭川彫刻散歩
講師の解説を聞きながら、忠別橋公園や彫刻美術館など
の彫刻を鑑賞　 ８／21㈰13：00〜16：45　
小学生以上（小学３年生以下は保護者同伴）　 10人
総合庁舎前集合　 ８／３㈬９：00から

 文学資料展「21世紀文学　旭川の文学者たち　１」 
現在活躍中の旭川ゆかりの文学者の著書・自筆原稿・写
真などを展示　 10／22㈯まで

申込みは、受付開始日の９：00から科学館
で受付け。７／19㈫〜８／31㈬は休まず開館。
８月のプラネタリウムは同館 で確認を

 キッズ電子工作「モールス練習器」
音の出る発信器作り　 ７／30㈯９：30〜12：

30、13：30〜16：30　 小学４年生〜中学生　
各８人（抽選）　 900円　 ７／21㈭まで

 こども科学館博士「恐竜バスボムをつくろう」
７／31㈰10：00〜11：00、14：00〜15：00　
年中園児〜小学１年生（保護者同伴）　
各10組（抽選）　 １組300円　 ７／15㈮〜21㈭

 親子ではじめるプログラミング講座
お絵描きしながら遊び感覚で、プログラミング体験　
７／31㈰10：00〜12：00、14：00〜16：00　
小学１〜２年生と保護者　
各６組（抽選）　 １組300円　 ７／22㈮まで

 初歩の電子工作「LEDであそぼう」
LEDこまとフラッシャー作り　 ８／６㈯10：00〜12

：00、13：30〜15：30　 小学３〜４年生（小学３年
生は保護者同伴）　 各６人（抽選）　 800円　
７／28㈭まで

 将来に役立つプログラミング教室
 「P

パ イ ソ ン

ython入門講座」（全15回）
８／６㈯〜11／12㈯10：00〜12：00　 中学〜高校

生　 ５人（抽選）　 3,000円　 ７／29㈮まで

 ジュニア木工教室「ミニ工具箱を作ろう」
小型の木工道具箱作り　 ８／７㈰９：30〜12：00、

13：30〜16：00　 小学５年生〜中学生　
各８人（抽選）　 2,500円　 ７／22㈮まで

 親子の電子工作「光の３原色」
LEDが光る工作　 ８／７㈰10：00〜12：00、14：

00〜16：00　 小学１〜３年生と保護者　
各４組（抽選）　 １組900円　 ７／28㈭まで

 たいけんラボ 「やってみよう３Ｄプリンタ」
 オーナメント作り　 ８／13㈯・20㈯13：30から、15
：30から　 小学生以上（小学３年生以下は保護者同伴）
各３人（抽選）　 100円　 ７／25㈪まで

 特定外来生物ウチダザリガニを捕まえよう
８／20㈯９：00〜12：00　
小学生以上（小学生は保護者同伴）　 30人（抽選）
200円　 江丹別町嵐山集合　 ７／21㈭〜８／１㈪

 天体を見る会「夏の星と土星の観測」
①８／20㈯・②27㈯19：30〜21：00　 各35人（抽
選）　 雨・曇天時は解説のみ。中学生以下は保護者同伴
①７／21㈭〜８／10㈬、②７／27㈬〜８／17㈬

 アルドゥイーノを使ってみよう
８／14㈰10：00〜12：00　 小学４年生以上　
５人（抽選）　 300円　 ７／31㈰まで

 市民木工教室（全２回）
３段引き出し付き小物入れ作り　 ９／３㈯・４㈰10：
00〜16：00　 高校生以上　 ８人（抽選）　
4,000円　 ８／12㈮まで（往復はがき可）

申込みは、受付開始日の９：00から電話で受付け。小学３
年生以下は保護者同伴。８／11㈭〜15㈪は開館時間を19
：00まで延長（入館は18：30まで）

 博物館夏休みイベント
アイヌ文様プラ板ストラップ作り
７／24㈰13：30〜15：00　 30人

常設展示解説
７／30㈯10：00〜10：20、10：40〜11：00　
各５人　 常設展示室観覧料

アイヌ文様うちわ作り　
７／30㈯13：30〜15：00　 小学４年生以上　
10人　 100円　 ７／23㈯から

ミニ土器焼き　
７／31㈰13：30〜15：00　 10人　 ７／23㈯から
博物館学芸員になろう
８／６㈯13：30〜15：00
小学４年生〜中学生　 ５人　 ７／23㈯から

まが玉を作って色を付けてみよう
８／７㈰13：30〜15：00　 20人　 100円　
７／30㈯から
アイヌ文様刺

ししゅう

繍クルミボタン作り
８／13㈯13：30〜15：00　 小学４年生以上　
10人　 ７／30㈯から

 企画展関連イベント「企画展示解説」
企画展「まちのあゆみ〜暮らしの移りかわり」の解説　
７／24㈰、８／11㈭10：30〜11：30　
常設展示室観覧料

 夏休みお話会 
７／28㈭13：30から、８／２㈫11：00から　
幼児〜小学生（小学２年生以下は保護者同伴） 各20人
旭川おはなしの会、こども冨貴堂　 電話で同館

 井上靖記念館青少年エッセーコンクール作品募集
「美」をテーマにしたエッセー作品　 中学〜高校生、

または同年齢の方　 入賞者には図書カードを贈呈（最優
秀賞には30,000円分）。北海道新聞社賞を新設　
原稿用紙に、中学生の部は1,200〜1,600字、高校生の

部は1,600〜2,000字で記入し、９／12㈪までに郵送か持
参で同館。詳細は同館 に掲載
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 あさひかわオープンカレッジ「生命倫理について
 〜医療における人間の生と死の問題ー哲学・倫理
 学の視点から考える」
７／18㈪13：30〜15：30　
シニア大学（１の８　フィール旭川７階）　
500円（学生・生徒は無料）　　
旭川ウェルビーイング・コンソーシアム 26・0338

 かでる講座（録画視聴）
 「歌で巡るニッポンの名城〜姫路城から五稜郭」
８／２㈫13：30〜15：30　
シニア大学（１の８　フィール旭川７階）　
エッセイスト　たかやまじゅんさん　
北海道生涯学習協会 011・281・6661

会場
東鷹栖

永山

神居

東光

新旭川

日 講　座　名 内　容　・　時　間　な　ど
７／23㈯ ボッチャ体験会 　子供から大人、障害の有無に関係なく、誰もが楽しめるボッチャ体験会

　13：30～16：00　　上靴持参

超初心者向け
パソコン講座

　ＩＴ学習会　　９：30～12：00　　パソコン初心者　　15～20人
　1,500円　　パソコンの持ち込みも可　　７／20㈬から同館

８／16㈫ 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

８／18㈭ 高齢者いどばたサロン 　歓談しながら頭と体を動かす　　13：30～15：00　　飲み物等持参
８／18㈭ 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

　同館
８／23㈫ 神居市民講座

「薬の正しい使い方」
　13：00～14：00　　40人　　市立旭川病院薬剤科長　粟屋敏雄さん
　７／20㈬から同館

８／29㈪ プロに学ぶ料理教室 　パスタとデザート作り　　10：30～13：00　　９人　　1,500円
　Olivo Olivo代表　山本栄二さん　　７／20㈬から同館

８／21㈰ 永山ボッチャ 　子供から大人、障害の有無に関係なく、誰もが楽しめるボッチャ体験会
　13：30～16：00　　上靴持参

９／３㈯ 楽しく学ぶ防災教室 　防災の話と工作　　10：00～12：00　　小学生以上（小学生は保護者同伴）
　30人　　７／26㈫から同館

９／９㈮ 秋の高齢者
健康づくり教室

　ヨガで健康づくり　　10：00～11：30　　60歳以上　　12人
　ヨガ講師　加藤とも子さん　　７／25㈪から同館

８／27㈯ 創作人形講話・鑑賞 　13：00～15：00　　創作人形作家　宮竹眞澄さん　　30人
　７／20㈬からの10：00～16：00に同大学

８／18㈭ 楽しく身体を動かそう 　10：00～11：00　　10人　　日本フィットネス協会認定　平澤真由美さん
　飲み物・上靴持参。動きやすい服装で　　同館

９／１㈭・
　　15㈭・
　　29㈭、
10／13㈭

楽しく学ぼう！
カメラ初心者教室
（全４回）

　基本操作や基礎知識と実践を交えた講座　　10：00～12：00
　一眼レフ、ミラーレス、コンパクトカメラなどのデジカメをお持ちの方
　12人　　2,000円（プリント代は別途）　　カトーカメラ店代表取締役　加
藤健太さん　　カメラ持参　　７／20㈬～８／24㈬に同館

８／20㈯ 木楽輪・夢コンサート
ザきらりん グ ッ ピ ー ズ

　THE GUPPYSによるサマーフォークコンサート
　14：00開演　　40人　　７／25㈪から同館

８／18㈭、
９／８㈭・
　　22㈭、
10／６㈭

末広・東鷹栖圏域
ボランティア養成講座
（全４回）

　ボランティアに役立つ知識や技術を学び、活動の魅力・楽しさを知る
　14：00～16：00　　20人
　８／15㈪までに末広・東鷹栖地域包括支援センター　76・5065

シニア

●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

●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

●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

神楽 ８／１㈪
　～28㈰

サークル体験 　　①空手＝８／１㈪18：45～20：30　②体操＝８／３㈬10：00～11：30
③空手＝８／５㈮18：30～20：00　④パソコン＝８／８㈪19：00～21：00
⑤習字＝８／12㈮14：00～16：00　⑥パソコン＝８／18㈭18：30～20：
00　⑦パソコン＝８／19㈮10：00～12：00　⑧太極拳＝８／23㈫10：00
～11：30　⑨旭川アグリガイド・ネット（シソジュース作り）＝８／28㈰13
：00～15：00　　②大人　③子供　　⑨500円　　７／20㈬から同館

講座カレンダー
公民館

オ リ ー ヴ ォ オ リ ー ヴ ォ

８／22㈪
　～26㈮


