
あさひかわ

第30回旭川生涯学習フェア

～花 らけ！あなたの学 ～

　「まなびピアあさひかわ」は，生涯学習に取り組んでいる個人・団体がその成果

を発表する場として平成３年から開催し，今回で第３０回を迎えます。

　今回は，オンラインと各会場で開催します。見て・聞いて・体験して，「学び」

を楽しみ，新たな学びとの出会いとなるよう、ぜひ御参加ください。

御来場の皆様へ～新型コロナウイルス等の感染拡大防止のため，御協力をお願いします

マスク着用と咳エチケット、

こまめな手洗い・手指消毒を

お願いします

３７．５℃以上の熱がある場

合や、感染症陽性者の濃厚接

触者，体調がすぐれない方は

会場に入場できません

会場では、他の方と適切な間

隔をあけお楽しみください

２
５
土

27
日

２

　フェアで撮影した

　写真等は，旭川市　

　ホームページなど

　で紹介することが

　ありますので、　

　御了承ください

・取得した個人情報は，本フェアに関する御案内，御連絡など，フェアの運営に必要な目的以外には使用しません。

・感染症の感染拡大状況によっては，急遽開催内容の変更や中止とさせていただく場合がありますので，あらかじめ御了承ください。

   最新の情報は旭川市ホームページでお知らせします。

主催：旭川市教育委員会・旭川市・旭川市生涯学習推進本部

お問合せ：旭川市教育委員会社会教育部社会教育課（旭川市６条通８丁目セントラル旭川ビル７階）　　☎０１６６－２５－７１９０

　  入　場　無　料 　

オンライン会場・・・・・旭川市ホームページ

会場・・・・・旭川市民文化会館（７の９），

科学館（宮前１の３），中央図書館（常磐公園），

イオンモール旭川西（緑町２３），

神楽市民交流センター（神楽３の６），

永山市民交流センター（永山３の１９）

※会場によって開始・終了時間が異なります。

※事前申込や教材費等の料金が必要な場合があります。

定員　会場３０人　オンライン３０人

　　　（④は会場のみ３０人）

①「アメリカ音楽講座 

　Learn how American music was born ！」

　とき：２／１２㈯ 10：00 ～ 11：00　

　講師：旭川市国際交流員　ガブリエル・ゴンサレス さん

　申込み先：都市交流課　☎２５－７４９１

②「女性の社会参画・マインドアップ講座」

　とき：２／１３㈰ 10：00 ～ 11：30　

　講師：WOMOM（ウーマム）代表　齋藤 貴子 さん

　申込み先：政策調整課　☎２５－５３５８

③「文化史の中の百人一首」

　とき：２／１３㈰ 13：30 ～ 15：00

　講師：北海道教育大学旭川校　教授　伊藤 一男 さん

　申込み先：放送大学旭川サテライトスペース　

                                                                     ☎２２－２６２７

④　「生ごみ堆肥づくり講習会」

　とき：２／２０㈰ 10：00 ～ 11：30

　講師：生ごみマイスター　佐藤 郁弘 さん

　申込み先：廃棄物政策課　☎２５－６３２４

⑤「だれでもミンタラ探検隊」のすすめ

　とき：２／２０㈰ 14：00 ～ 15：00

　講師：ジオパーク専門員　岩出 昌 さん

　申込み先：社会教育課　☎２５－７１９０

２／８㈫～１３㈰

○サイエンスボランティア旭川の活動紹介

　　　　　　　　　　　（サイエンスボランティア旭川）
２／１５㈫～２０㈰

○みんなで考える旭川のヒグマ（旭川市環境総務課）

２／２２㈫～２７㈰

○地球温暖化対策パネル展（旭川市環境総務課）

パネル展

○田んぼの水はどこから来たの？　　                                            

　　　　　　　　　　    （旭川市内土地改良区連絡協議会）

○ごみと温暖化（ガイア２１）

○ジオパーク構想ってなに？

　（大雪山カムイミンタラジオパーク構想推進協議会事務局）

○いまいちど身の回りの環境を考えてみよう　　 　    
　         　　                       （大雪と石狩の自然を守る会）
○姉妹友好都市写真展（旭川市都市交流課）

○旭川市民農業大学（旭川市民農業大学農政課）

○ユネスコ・デザイン都市旭川

           　　　　                 （あさひかわ創造都市推進協議会）

２／８㈫～１６㈬

○家庭ごみの減量化・資源化等に関するパネル展

　　　　　　　　　　　　　         　   （旭川市廃棄物政策課）

○市立旭川病院パネル展（市立旭川病院）

２／１８㈮～２７㈰

○ジオパーク構想ってなに？

  （大雪山カムイミンタラジオパーク構想推進協議会事務局）

○消費者啓発移動パネル展（旭川市消費生活センター）

２／８㈫～１３㈰

○地球温暖化対策パネル展（旭川市環境総務課）

○みんなで考える旭川のヒグマ（旭川市環境総務課）

２／１５㈫～２０㈰

○公共交通を利用しよう（旭川市都市計画課）

○旭川の景観づくりパネル展（旭川市都市計画課）

○旭川市民農業大学（旭川市民農業大学）

○ユネスコ・デザイン都市旭川

　　　　　　　              （あさひかわ創造都市推進協議会）
２／２２㈫～２７㈰

○姉妹都市友好都市写真展（旭川市都市交流課）

○家庭ごみの減量化・資源化等に関するパネル展　

　　　　　　　　　　　　　　　　   （旭川市廃棄物政策課）

イオンモール旭川西会場

永山市民交流センター会場

中央図書館会場

今月の特集本コーナー

「生涯学習」をテーマに集めた本を設置

神楽市民交流センター会場

次の各施設の催しは，

旭川市ホームページをご覧ください。

○博物館（神楽３-７　☎６９ｰ２００４）

○彫刻美術館（春光５ｰ７　☎４６-６２７７）

○彫刻美術館ステーションギャラリー

　　（宮下通８ JR 旭川駅東口　☎４６-６２７７）

○井上靖記念館（春光５-７　☎５１-１１８８）

○文学資料館（常磐公園 常磐館中２階　☎２２-３３１０）

そ の 他 の 会 場 パネル展
9：00 ～ 18：00 まで

２／ 11 ㈮・23 ㈬は施設休館日

２／８㈫～ 13 日㈰ 9：00 ～ 21：00

　　　　　　　　（最終日は 15：30 まで）

パネル展

講演会★

パネル展
9：00 ～ 18：00 まで

２／ 11 ㈮・23 ㈬は施設休館日

開館時間は，火～金曜日 9：30 ～ 19：00，

土・日・祝日 9：30 ～ 18：00（月曜日と２／ 25 ㈮は休館）

※申込みは，電話か旭川市ホームページで確認を



市 民 文 化 会 館 会 場
２／５( 土 )・６( 日 )

１０：３０～１５：３０

○花展［池坊旭川支所］
　生け花の作品を展示します

○花でエールを［池坊大雪支部小尾］
　生け花の作品で明日へのエールを送ります

作 品 展 示

体　験　講　座　★

第 30回　記念講演会★

　　

①10：00 ～　作家　川端 裕人 さん

　　　　　「旭川から見る日本の動物園の展開」　　　
②13：00 ～　とうまスポーツくらぶ理事長　
　　　　　　　          　　　　　　　　上野 和香子 さん 

　　　　　「コオーディネーショントレーニング
　　　　　　～子どもから大人まで楽しく運動能力アップ」 

③16：00 ～　建築家　田根 剛 さん（リモート講演）
　　　　　 「Archaeology of the Future」

④10：00 ～　書家　本田 蒼風 さん
　　　　　　「漢字一文字から始める自分らしい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   生き方・暮らし方」

⑤13：00 ～　ドローンパイロット　請川 博一 さん
　　　　　　「地域貢献×ドローン活用の可能性」

⑥16：00 ～　気象予報士　菅井 貴子 さん（リモート講演）
　　　　　　「気候から見た旭川の魅力と可能性」

　　　　　　　　　　                        

ス テ ー ジ 発 表 ★

２／５（土）

○EOS DANCE STUDIO（ジャズダンス）
　曲目：la mer 　ほか

○タップダンスサークル（タップダンス）
　曲目：５，６，７，８　ほか

○ARCO IRIS（フラメンコ）
　曲目：ボラーレ　ほか

○HAPPY DANCE STUDIO（キッズダンス）
　曲目：Dream Note　ほか

○フラスタジオ S・H
     　　　　　  （フラダンスタヒチアンダンス）

　曲目：ヘメレノヒナ　ほか

○神楽アコーディオン愛好会（演奏）
　曲目：郷愁　ほか

２／６（日）

○チアダンス教室 SHINEIES（チアダンス）
　曲目：ペコリNight　ほか

○ONE OR EIGHT（キッズヒップホップダンス）
　曲目：Best Friend　ほか

○Reem bellydance（ベリーダンス）
　曲目：ドラムソロ　ほか

○PW DANCE STUDIO（ジャズダンス）
　曲目：踊　ほか

○マイレ本間フラスクール（旭川支部）
　　　　　　　　　　　　　 （ハワイアンダンス）

　曲目：エ・ホイ・イ・カ・ピリ　ほか

○ベリーダンス デザートローズ
　　　　　　　　　　　　　　　（ベリーダンス）

　曲目：オリエンタル　ほか

場所　大ホール　ホワイエ 場所　展示室

場所　
・展示室
・エントランス　   
   ホール

場所 小ホール（②のみ大会議室）※Ｚｏｏｍ配信あり

定員 会場 １００人 オンライン  ８０人（②は会場 のみ 50 人）

この事業は，公益財団法人地域社会振興財団の交付を受け，長寿社会づくりソフト事業として実施しています

主催：第３０回旭川生涯学習フェア「まなびピアあさひかわ」記念事業実行委員会　後援：一般社団法人地域活性化センター

場所　大ホール　

第１部

11:00 ～ 12:20

第２部

13:50 ～ 15:10

パネル展

場所　展示室

○旭川高等支援学校作品展
　　　　　　　　　　［旭川高等支援学校］

　ステンドグラスやバッグ等，生徒の作品を展示します

○ＪＲ富良野線　絵画コンクール展［旭川市都市計画課］

　入賞作品と，市内の小中学生から寄せられた作品を展示

　します

○要約筆記を体験しよう！　※２／５( 土 ) のみ

　　　　　　　　　　　［旭川要約筆記サークル「ひまわり」］

　聴覚障がいがある方に話の内容を文字に起こして伝える

　要約筆記を体験します

○癒しのハンドマッサージ［市立旭川病院］
　緩和ケア認定看護師による，保湿剤を使用したハンドマッ

　サージを体験します

○移動食生活展［旭川食生活改善協議会］

○男女共同参画パネル展［旭川市政策調整課］

○旭川の景観づくりパネル展［旭川市都市計画課］

○公共交通を利用しよう［旭川市都市計画課］

○市立旭川病院パネル展［市立旭川病院］

プレゼントが当たる！

市民文化会館で、ステージ観覧や体験講座などで

ポイントを集めよう！

あさっぴーのピンバッジなどをプレゼントするよ

科 学 館 会 場

わくわくサイエンス
　　　　　　「アサヒカワノカガク」

市内の大学の先生や学生、高校の科学系クラブが集結！

物理・化学・生物・地学・医学の楽しい実験を通して

科学の面白さを体感しよう

２／６㈰  10：00 ～ 16：00

（詳細）旭川医科大学 解剖学教室

　　　   ☎0166-68-2312　

　　　 

★は事前申込みが必要です
（当日申込み可）

○クラフトづくり［ネイパル深川］
 　オリジナルの作品を作ります

○缶バッジづくり
　　　　　　［国立大雪青少年交流の家］

　イラストを描いてオリジナルの缶バッチを作ります

○学びカフェ［旭川市家庭教育支援プロジェクト］
　子育てについて先輩ママとお話ししませんか？

２月５日㈯ ２月６日㈰

ＷＥＢから申込みまたは

社会教育課にお電話 (☎0166-25-7190）

旭川市ホームページでも「まなびピア」を開催中！！

会場に足を運べない方も楽しめるよう，ホームページでも公開しています。

ホームページでしか見られないコンテンツもあるので，ぜひご覧ください！

※フェアの詳細も掲載

○手工芸を架け橋に（旭川日韓手工芸交流会）
　会員の作品や，韓国の手工芸団体との交流を紹介

○ステージ発表参加団体の紹介（一部の団体のみ）

　練習の様子などを公開


