
親子で学ぼう！アンガーマネジメント
キッズイベント in 旭山動物園

【日時】10月 16 日（日）10：00 ～ 12：00
【会場】旭山動物園 イベントホール
　　　　( 西門近く　旭山動物園号ひろばの 2階）
【対象】お子様（年長～小学 6年生）と保護者様
【募集人数】親子ペア　20 組　40 名様
【参加費】お子様　お一人につき 500 円
【詳細】支部ホームページ
URL：https://amhokkaido1005.jimdofree.com/
【お問合せ】日本アンガーマネジメント協会北海道支部　
事務局　TEL：080－7090－5437
メール：amhokkaido1005@yahoo.co.jp

イベ
ント

日にち

ばしょ

10 月 22 日 （土）
11：00 ～ 13：00

COCODE（ココデ）
みやまえ１条３丁目

高校生のお兄さん
お姉さんによる、
お勉強サポートも
あるよ♪

おいしい！たのしい！

ココデでみんなでいっしょに
ごはんをたべませんか？

みんな
むりょうだよ

※要予約です。
体調不良の場合は
ご遠慮ください。

【申込み・お問い合わせ】
TEL：0166－74－4151

※マスクと消毒
を忘れずに！

【講座日程】
 ・10/13（木）・10/17（月）・10/19（水）  ・10/21（金）
 ・10/24（月）・10/26（水）
【場所】旭川市子ども総合相談センター
旭川市市民活動交流センター CoCoDe
【内容】　※受講無料
子育て支援と子どもの遊び、病児・病後児保育の基礎、
子どもの栄養と食生活、子どもの安全と事故、身体の
発育と病気、心の発達とその問題、障がい児とともに
など全 15 講座
【申込み・お問合せ】
NPO法人旭川NPOサポートセンター
TEL&FAX：0166－74－5380（詳細はお問合せ下さい）

2022年度（後期）ファミリーサポートセンター「育児型」
上川中部こども緊急さぽねっと

子育て支援者養成講座
「子育て支援者養成講座」を受けて子育てのサポート
をする会員になりませんか？
子育て支援をしたい方、子どもが大好きな方の参加を
お待ちしております。

‘22  チャリティー・コンサート   AUT.
So　Cool ！ J-Sound　~心に残る日本の名曲集～

【日時】10 月 23 日（日）開場 17：30　開演 18：30
【会場】旭川市公会堂（旭川市常磐公園内）
【入場料】一般　前売り券  1,500 円（当日券 1,800 円）
中学・高校生　前売り・当日共  1,000 円　小学生以下無料
【チケット販売場所】コーチャンフォー旭川店・玉光堂イ
オンモール旭川駅前店・カワイ旭川ショップ　他
【主催】Swing　Messengers　Orchestra
TEL：090－2053－5582（SMO事務局）

スイング・メッセンジャーズ・オーケストライベ
ント ‘22  チャリティー・コンサート   AUT.

スイング・メッセンジャーズ・オーケストラ

農業プロデューサー

脇坂　真吏　さん

場 所

日 時

CoCoDe （旭川市宮前 1－3） 

ホール
場 所

日 時 10 月 25 日（火）
18︓00～19︓30

※感染症の状況により、延期
又は中止となる場合がありま
す。予めご了承ください。

1983 年 12 月 18 日札幌生まれ

東京農業大学国際食料情報学部 食料環境経済学科卒業

小学生のなりたい職業 1位を農家にするという夢を掲げ、

「事業」「場」「人材」の角度から様々なプロデュースを展開。

都内 7会場・札幌 1会場（年間 220 日間）のマルシェを運営。

北海道ではセレクトショップ SouseiMarche を 2 店舗経営。

地方創生では、東神楽町において農家と経営する八百屋や、

未活用価値を有効化する東神楽町地域商社、廃校利用の東

神楽大学を運営。その他、全国各地で農業分野での事業プ

ロデュースや経営相談も行う。

わきさか　　　  まさと

CoCoDe （旭川市宮前 1－3） 

10 月 25 日（火）

ホール
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北海道ではセレクトショップ SouseiMarche を 2 店舗経営。

地方創生では、東神楽町において農家と経営する八百屋や、

未活用価値を有効化する東神楽町地域商社、廃校利用の東

神楽大学を運営。その他、全国各地で農業分野での事業プ
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農業プロデューサー

脇坂　真吏　さん
わきさか　　　  まさと～地方に都会以上のきっかけを～

東神楽大学の目指す未来とは

10 月 CoCoDe トークサロン

https://forms.office.com/r/bQALzwN6ha

●お茶菓子代 300 円 ※要事前予約 ●お茶菓子代 300 円 ※要事前予約 

18︓00～19︓30

【申込み・お問合せ】
旭川市市民活動交流センター CoCoDe（旭川市宮前 1条 3丁目 3-30）
TEL 0166-74-4151　FAX 0166-39-2131　メール info@cocode.jp
 申込フォーム

CoCoDe からのお知らせ インフォメーション

イベ
ント
映画『こんばんはⅡ』上映会＆講演会
【日時】10 月 30 日（日）14：00 ～ 16：30
【場所】まちなかぶんか小屋（旭川市 7条通 7丁目）
【第 1部】映画上映『こんばんはⅡ』【第 2部】講演＆対談
『学ぶことは生きること～夜間中学で出会った学び～』　
映画監督　森康行さん
【参加費】無料
【お問合せ】旭川に公立夜間中学をつくる会
TEL：090－6219－0091（中島）

夜間中学はぼくらの鈍行列車

イベ
ント

【期間】10 月 20 日（木）18：00 ～ 20：30
【場所】オンラインのみ（ＺＯＯＭ）　【参加費】無料
【詳細】https://www.do-shiminkatsudo.jp/
【お問合せ・申込み】北海道立市民活動促進センター
TEL：011－261－4440

ＮＰＯ基礎講座
～市民活動の基礎からNPO法人設立まで～

秋の CoCoDe まつり

・全国パーキンソン病友の会 北海道支部 旭川ブロック
・Craft one two　・マムズグレース　・しらかば (就労継続支援 B型）

・NPO法人 日本 FP 協会道北支部 　・ナカジマダイサク
・ジンベクラブ　・旭川マジシャンクラブ　・The Brioso Brass
・あさひかわ第九の会　・道北地区フォークダンス連合会
・ＭＩＴＳＵＯ（みつお）　・マナ・フリリ フラスタジオ 旭川
・ボーイスカウト旭川地区

日時日時
旭川市内の NPO や市民
活動団体の皆さんが日頃
の活動の成果の発表や、
展示・販売を行います。

11/3
秋の CoCoDe まつり
11/3

日時場所 CoCoDeCoCoDe
（木・祝）（木・祝）

入場：無料
※新型コロナウイルス感
染症の状況により、イベ
ントの一部もしくは全体
を中止する可能性があり
ます。
予めご了承ください。

10：00 ～

（旭川市宮前 1ー 3）

参 加 団 体


