
★講習会の内容、応募方法、新型コロナウイルス感染症拡大防止の措置などの詳細は、各施設に
直接お問い合わせください。

運　動　教　室　名 開　催　日 開催時間 対象者 講　　　師 受講料 募集人数 募集期間
①　９時３０分～１０時２０分 (公財)日本陸上競技連盟 ２００円
②１０時３０分～１１時２０分 公認指導員　竹 内   英 二 氏 (保険料等)

6/2、9、16、23、30 スポーツインストラクター ３，２００円
7/7、14、21   山 谷　佳 代 氏 (保険料等)

6/3、10、17、24 フリーインストラクター ３，２００円
7/1、8、15、22 ＭIＴＳＵＥ 氏 (保険料等)

スタジオプリュス　マネージャー １，６００円
  笹 渕　由 香 氏 (保険料等)

指導員 (保険料等)

体　験　教　室　名 開　催　日 開催時間 対象者 講　　　師 受講料 募集人数 募集期間
バードウォッチング教室 旭川野鳥の会 ４月２１日～
　～カムイの杜で野鳥をさがそう！～ 田  村   元  春  氏 ５月９日
アート教室 グラフィックデザイナー・イラストレーター ５月２１日～
　～木とえのぐで杜のいきものを作ろう～ 小　川　健　一　氏 ６月６日
たけうま作り教室 １組５００円 ５月２１日～
　～木工で竹馬を作ろう～ (材料代) ６月２０日

運 動 教 室 名 開　催　日 開催時間 対象者 講　　　師 受講料 募集人数 募集期間
５月１日～

５月２５日
５月１日～

６月２２日

観　察　会　名 開　催　日 開催時間 対象者 講　　　師 受講料 募集人数 募集期間
旭川ノルディックウォーキングクラブ ５月２０日～

代表　加　藤　英　二 氏 ６月５日
スポーツインストラクター ４００円 ５月２６日～

  山 谷　佳 代 氏 (保険料等) ６月１７日

観　察　会　名 開　催　日 開催時間 対象者 講　　　師 受講料 募集人数 募集期間
北邦野草園園長 ４月２３日～

嵐山公園管理事務所長 ４月３０日
北邦野草園園長 ５月１４日～

嵐山公園管理事務所長 ５月２１日
北邦野草園園長 ５月２８日～

嵐山公園管理事務所長 ６月４日

講　習　会　名 開　催　日 開催時間 対象者 講　　　師 受講料 募集人数 募集期間
小学生（保護者同伴） 北邦野草園園長 ４月２０日～

から大人 嵐山公園管理事務所長 ４月２７日
野鳥観察会と散策  小学生（保護者同伴） 旭川野鳥の会 ４月２０日～
　～春光台公園を散策しながら野鳥を観察しよう～ から大人 田  村   元  春  氏 ５月１５日

講　習　会　名 開　催　日 開催時間 対象者 講　　　師 受講料 募集人数 募集期間
ハーブセラピスト

建　部　久 美 子　氏

観　察　会　名 開　催　日 開催時間 対象者 講　　　師 受講料 募集人数 募集期間
野鳥観察会 旭川野鳥の会 ４月１日～
 ～春の永山新川桜づつみを散策しながら野鳥観察を楽しもう～ 田  村   元  春  氏 ４月２４日

講 習 会 名 開　催　日 開催時間 対象者 講　　　師 受講料 募集人数 募集期間
「神楽岡公園春の自然観察会」 小学生以上 旭川外来植物研究会
　～春の野草を探そう～ 小学生は保護者同伴 代表　塩　田　　  惇　氏

緑のセンター
相談員　高橋　修

１０時００分～１１時３０分

１０時００分～１１時３０分

無料

　常磐公園（住所：常磐公園　電話：23-8961）

ノルディックウォーキング体験会 ６月７日(日) 市民 ２０名

水泳教室 ６月２０日(土) ４歳から未就学児 ２０名

　緑のセンター 緑化展示会のご案内　（詳細については、お問合せ下さい）

花、小果樹、野菜の病害虫と防除講習会 ５月１６日（土） 市民 無料 ２０名 ４月２０日～

　緑のセンター（住所：神楽岡公園　電話：65－5553）

１３時３０分～１５時３０分
５月６日（水） 無料 ２０名 ４月２０日～

　永山新川桜づつみ（住所：旭川市永山町）　★申込は旭川市公園緑地協会へ　電話：52－1934

４月２５日（土） ９時００分～１１時００分 市民 無料 ２５名

１５名 ５月２０日～　ガーデナーの園芸教室① ６月１３日（土） １３時３０分～１５時００分 市民 北彩都ガーデン　ガーデナー 無料

　あさひかわ北彩都ガーデンセンター（住所：旭川市宮前2条1丁目　電話：74－5966）

　ハーブのブーケとカラーセラピー ６月７日（日） １３時３０分～１５時００分 市民 ３００円 １０名 ５月２０日～

　春光台公園（住所：旭川市字近文６線３号　電話：52-0694）

「春光台公園ミズバショウ観察と散策」 ４月２９日（水・祝） ９時００分～１１時００分
無料

２０名

５月１６日（土） ９時００分～１１時００分 ２０名

「早春の野草観察と散策」 ５月２日（土）
９時００分～１１時００分

市民 無料

第１回　「パークゴルフ初級・中級講習会」 ５月２８日（木）
９時００分～正午

初心者と
中級者の方

旭川パークゴルフ協会　指導部
４００円

(保険料等)

２０名

「春の野草観察と散策」 ５月２３日（土） ２０名

「初夏の野草観察と散策」 ６月６日（土） ９時００分～１１時００分 ２０名

各日
初級２５名
中級２５名第２回　「パークゴルフ初級・中級講習会」 ６月２５日（木）

　北邦野草園（住所：上川郡鷹栖町嵐山　電話：55－9779）

１５組

６月２１日（日） ９時３０分～１１時３０分 体験学習館職員 １０組

　東光スポーツ公園（東光パークゴルフ場　住所：東光24条7丁目 電話：38-0660）　★第1回の申し込みは東豊公園体育館へ　電話：36－7300

　カムイの杜公園（住所：神居町富沢　電話：63－4045）

５月１０日（日） ９時００分～１１時００分

小学生と保護者

無料 １０組

６月７日（日） ９時３０分～１１時３０分 無料

ボクシングエクササイズ教室（全8回） １０時００分～１１時３０分

成人初心者

１６名 ５月２０日～

シェイプ＆コアトレ(全8回） １３時３０分～１５時００分 １６名 ５月２０日～

体幹ヨガ教室（全4回） 6/4、11、18、25 １９時００分～２０時３０分 １６名 ５月２０日～

令和２年度　各種講習会のご案内（4月～6月）
　旭川市公園緑地協会では、忠和公園体育館、緑のセンター、嵐山公園センター、カムイの杜公園等
の施設で各種講習会や運動教室などの多様なプログラムを開催しています。お気軽にご参加下さい。

　忠和公園体育館（住所：神居町忠和　電話：69－2345）

かけっこ教室 ５月９日(土) 小学1年生 各１０名 ４月２０日～

常磐公園ガーデンボランティアとは？
常磐公園中央花壇を舞台に、市民の皆さんにご参加いただくボランティア活動で、

毎回の活動日に当協会のガーデナー及びフラワーマスターの資格者がサポートし
ながら、実践活動を行っていただきます。

●期 間 令和２年５月上旬から１０月中旬まで
●回 数 全１０回を予定

●時 間 午前１０時～正午まで

●場 所 常磐公園中央花壇

●参加資格 各活動日（月１～２回、約２時間程度）に参加可能な方

●申込方法 詳細は、こうほう旭川市民「あさひばし」３月号にてご確認ください

第８期 「常磐公園ガーデンボランティア」の参加者を募集します

「誰でも楽しめる

美しい菊ガーデン講座」

＜全２回＞

・開催日 ５/２３、６/１３

緑のセンター連続講座「植物を育てる実践講座」(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)・(Ⅳ)開催のお知らせ 申込は電話 65－5553 へ

「春のタイリントキソウと
夏のサギソウを楽しむ講座」

＜全３回＞
・開催日 ４/１１、８/１、２/６
・定 員 １０名
・対 象 市民（全日程受講可能な方）
・受講料 １，０００円
・申 込 ３月２０日から定員になり次第締切

「春に会える丘散策会」のご案内
・日 時 ４月２５日（土） １０時００分～正午（雨天中止）
・場 所 旭山公園 春に会える丘 旭川市東旭川町倉沼

（旭山動物園東門駐車場の上側、旧スキー場）
・内 容 体力に合わせて３コースを設定しています

（各コース共に散策時間は約２時間程度）
・案 内 人 旭山を活かす街づくり市民の会 会員
・申 込 ３月２３日～４月２３日まで

公益財団法人旭川市公園緑地協会 ＨＰアドレス http://www.asahikawa-park.or.jp ＴＥＬ ０１６６－５２－１９３４ ＦＡＸ ０１６６－５５－０５５０

主催 ： 旭山を活かす街づくり市民の会 旭川市公園緑地協会

当協会ホームページでは、４月下旬より旭川市内の桜の開花

状況を随時お知らせいたします。検索は「あさひかわの公園」

又は http://www.asahikawa-park.or.jp にて可能です。

参加無料！

雪解けがすすみ暖かい日差
しが春の訪れを感じさせる頃、
市内では桜が開花します。
お花見の名所である神楽岡

公園と旭山公園では、お花見
期間中（５月末まで）特例で
火気の使用が認められます。
美しい桜の木の下で、ジン

ギスカンやバーベキューなど
を楽しみませんか。

お花見に出かけませんか！

「野の花写真展」

４月４日（土）～

４月２６日（日）

９：００～１７：００
作品提供

神 田 亘 雄 氏

「これから始める
家庭菜園の初級講座」

＜全３回＞
・開催日 ４/２５、６/６、７/１８
・定 員 ２０名
・対 象 市民（全日程受講可能な方）
・受講料 １，０００円
・申 込 ３月２０日から定員になり次第締切

「ミニ盆栽展」

６月１９日（金）～

６月２１日（日）

９：００～１７：００
作品提供

旭川ミニ盆栽会

「山野草展」

５月２２日（金）～

５月２４日（日）

９：００～１７：００
作品提供

北海道

山野草趣味の会

「サツキ展」

５月３０日（土）～

５月３１日（日）

９：００～１７：００
作品提供

旭川サツキ会

連続講座(Ⅰ) 連続講座(Ⅱ) 連続講座(Ⅲ)

「四季成り風イチゴ栽培講座」

＜全２回＞
・開催日 ５/１０、８/３０
・定 員 １０名
・対 象 市民（全日程受講可能な方）
・受講料 ５００円
・申 込 ４月２０日から定員になり次第締切

連続講座(Ⅳ)

「誰でも楽しめる
美しい菊ガーデン講座」

＜全２回＞
・開催日 ５/２３、６/１３
・定 員 １０名
・対 象 市民（全日程受講可能な方）
・受講料 ５００円
・申 込 ４月２０日から定員になり次第締切
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