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旭川市市民活動交流センター
ＣｏＣｏＤｅホール
（旭川市宮前１条３丁目）

入場無料

入場者限定 50名

出演者
Crystal of Joy（クリスタル・オブ・ジョイ）
2000（平成 12）年より活動を始め今年 21 年目となるゴスペル
チームです。
月４回ほど、旭川市内の教会や公民館での対面練習や、オンラ
インを活用した練習で 10 代から 60 代まで約 50 名の老若男女
が集まり、楽しみながら練習をしています。
ゴスペル (良き知らせ ) ひとつひとつの歌に込められたメッセー
ジや歌詞を理解し、心を込め
た表現と、ひとつになって歌
う事で「喜び（Joy）」の「結
晶 (Crystal)」のようにクワイ
アが輝き、本物のゴスペルに
近づく事を目指しています。

17：30 ～ 18：00
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旭川市市民活動交流センターＣｏＣｏＤｅ

通信
市民活動を支援する助成金の情報をお届けします。市民活動を支援する助成金の情報をお届けします。

※助成金情報の詳細は、WEB で助成元団体のホームページへアクセスしてご確認ください。
※旭川市民活動情報サイト（http://asahikawa.genki365.net/）では、下記以外の助成金情報も掲載しています。

助成金情報等

住   所　　〒078-8391　旭川市宮前 1条 3丁目 3-30
T  E  L　　 0166-74-4151　
F  A  X　　0166-39-2131
E-mail　　info@cocode.jp
U  R  L　　 http://asahikawa.genki365.net/

開館時間　　 9：00 ～ 22：00
休  館  日　　毎月第 2・第 4月曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　　　※８月の休館日は、10 日 ( 火 )・23 日 ( 月 ) です。

指定管理者　 特定非営利活動法人旭川NPOサポートセンター

発　行：旭川市市民活動交流センターＣｏＣｏＤｅ発行日：令和 3年 8月 1日　通算第 133 号

認知症とともに生きるまち大賞
【対象】認知症の人がいきいきと暮らせるための活動を
行っている団体やグループなどの取り組みを募集します。
自治体や法人の活動から、友人・知人でつくるグループ
の活動まで、規模や活動のカタチは問いません。自薦・
他薦どちらでも。
【選考基準】
(1) 共生社会に向けた先駆性、オリジナリティー
(2) 認知症当事者が望む活動を本人が共に進めているか
(3) 活動が多様な人々と共に進み、地域に広がっているか
(4) 他の地域への応用可能性
【募集期間】2021 年 9月 15 日（水）必着
【詳細】https://www.npwo.or.jp/info/19162
【お問合せ】NHK 厚生文化事業団「ともに生きるまち大賞」
係　〒150-0041　東京都渋谷区神南 1-4-1
TEL：03-3476-5955（平日午前 10 時～午後 5時）
FAX：03-3476-5956

住まいのまちなみコンクール
【応募対象】30 戸以上の戸建て住宅を中心に構成され、
良好な景観が形成されている一体的な住宅地において、
概ね 10 年以上にわたって住民主体で適切な住まいのまち
なみの維持管理活動を行っている団体。
【応募資格】①地域の維持管理活動を行っている団体であ
ること。たとえば町内会、自治会、管理組合、建築協定
に基づく運営委員会、地域NPOなどです。　ほか
【選考】国土交通大臣賞 1点、住まいのまちなみ賞 4点程
度を選定　※50 万円 (1 団体・1 年あたり ) を 3 年間、維持
管理活動の推進のために支援します。
【応募期間】 2021 年 8 月 31 日（火）必着
【詳細・提出図書ダウンロード】
https://www.machinami.or.jp/pages/contest.shtml
【お問合せ】一般財団法人住宅生産振興財団内　住まいの
まちなみコンクール事務局　担当：遠藤・石川
〒105ｰ0001 東京都港区虎ノ門 3-11-15 SVAX TT ビル 5階
TEL：03-5733-6733　FAX：03-5733-6736

子育て支援活動の表彰
【対象団体】より良い子育て環境づくりに資する活動を行
い、成果を上げている個人・団体
【対象要件】①子育て支援に資する諸活動を継続的に行っ
ていること。　②活動内容が社会に認められ、ロールモ
デルとなりうるものであること。　③活動の公表を了承
していただける個人・団体であること。　他
【表彰】◎文部科学大臣賞／表彰状　◎厚生労働大臣賞／
表彰状　◎スミセイ未来大賞／表彰盾、副賞 100 万円※
2組程度　他
【申請時期】2021 年 9月 10 日（金）必着
【詳細・応募用紙ダウンロード】
https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/
mirai_child/
【お問合せ】「未来を強くする子育てプロジェクト」事務
局　〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 2-14-7 光ビル
TEL：03-3265-2283（平日 10:00 ～ 17:30）

かめのり賞
日本とアジア・オセアニアの若い世代を中心とした相互
理解 ・ 相互交流の促進や人材育成に草の根で貢献し、今
後の活動 が期待される個人または団体を顕彰します。
【対象個人／団体の資格】　① NPO （非営利団体）、ボラン
ティアグループ、個人であること　②日本とアジア・オ
セアニアの懸け橋となる活動を目的としていること　③ 
過去、かめのり賞の 顕彰 を受けていないこと
【賞の内容】かめのり大賞： 「草の根部門」 「 人材育成部
門 」の部門毎 に 、 正賞として記念の楯およ び 副賞とし 
て 100 万円の活動奨励金を贈 呈　他
【受付期間】2021 年 8月 31 日（火） 必着
【詳細】https://www.kamenori.jp/kamenorishou.html
【お問合せ】 公益財団法 人かめのり財団 「かめのり賞」係
〒102-0083 東京都千代田区麹町 5 5 ベルヴュー麹町 1 F
TEL：03-3234-1694 　FAX：03-3234-1603
 

【拡散防止に向けた取り組み】

・スタッフの　・消毒液の設置　・スタッフの体調
　マスク着用　　　　　　　　　　　管理

お客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解
ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

収集した個人情報は、特定非営利活動法人旭川NPOサポートセンター個人情報保護規定に定められた利用範囲を超えて利用、

提供はいたしません。 来場者様の個人情報は、 1 か月間の保管の後、 速やかに廃棄いたします。

【お客様へのお願い】

・マスクの着用　　・手指の消毒　　・距離をとって

※体調不良の方はご遠慮ください。

※万が一、発症された方が施設を利用されていた場合に
濃厚接触者となり得る方の迅速な把握のため、来場時に
お名前・連絡先の記入をお願いします。

開館時間　　 9：00 ～ 22：00
休  館  日　　毎月第 2・第 4月曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　　　※８月の休館日は、10 日 ( 火 )・23 日 ( 月 ) です。

指定管理者　 特定非営利活動法人旭川NPOサポートセンター

♪トワイライトコンサート♪

※今後の感染状況によっては、中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

最新の状況については当センター FB ページでお知らせいたします。

夏の夜のひとときを 素敵な音楽の中で過ごしませんか？

17：30 ～ 18：00
旭川市市民活動交流センター
ＣｏＣｏＤｅホール
（旭川市宮前１条３丁目）
TEL：0166-74-4151TEL：0166-74-4151


