インフォメーション

CoCoDe からのお知らせ
CoCoDe 写真コンテスト

イベ
ント

結果発表！！

1111
月月
3 日の
3 日の
CoCoDe
CoCoDe
まつりにて、第
まつりにて、第
1回
1回
CoCoDe
CoCoDe
写真コンテストの結果発表を行ないました。
写真コンテストの結果発表を行ないました。
約 3 週間渡り廊下に掲示し、CoCoDe の利用者に投票していただいた結果、グランプリ 1 点、準ブランプリ 1 点、
点が選出されました。ご応募下さった皆様、ご投票いただいた皆様、ありがとうございました！
特別賞 3 点が選出されました。ご応募、ご投票いただいた皆様、ありがとうございました！

■テーマ

白鳥

◆特別賞

『十六夜の CoCoDe』

『CoCoDe はサンタのお宿』

山本

敏昭さん

新しい助成プログラム「まちのプロジェクト基金」の説明
と、組織の力を促す『組織診断』についてのミニセミナー
を行います。

『CoCoDe には

義則さん

明るい日差しが』
大内

雅道さん

『Blue candle』
マーブルさん

会議研修室

【参加】無料（要申込）
【お問合せ】旭川市市民活動交流センター CoCoDe
TEL：0166-74-4151（担当：佐藤）

降る雪はあたたかく感じます。赤レ

作品コメント：十六夜の月が明るく 『CoCoDe への
CoCoDe を照らしています。レンガ 小路』

ンガの中で輝く軟らかい光がそう感

造りの CoCoDe の中では目にやさし

じさせるのでしょう。何か良いこと

い明るい照明のもと会議なのか遠目

がありそうなそんな雰囲気を感じま

にも活発に活動している光景に目が

す。いつも街の子どもたちが集うこ

とまりました。昼間はもとより夜の

の場所は、まるでサンタクロースの

CoCoDe も周囲の環境にとけこんで

お宿みたいですね。

ひときわ異彩を放っています。

土橋

平哉さん
受賞された皆様、

おめでとうございます

イベ
ント

平成30年旭川中途難失聴者協会
「さよならパーティー」

【日時】2018 年 12 月 18 日（火）11:30 〜（11:00 受付）
【会場】旭川市ときわ市民ホール 401（旭川市 5 条通 4 丁目）
【参加】700 円

募集

スポ婚あさひかわ
ニュースポーツで楽しく出会おう

【開催日時】2019 年 1 月 13 日（日）13:30 〜 16:45
【会場】旭川市総合体育館（旭川市花咲町 5 丁目）
【申込期間】2019 年 12 月 12 日（水）〜 27 日（木）まで

イベ
ント

まちなかクリスマス2018
『Dream Christmas』

親子で楽しめるカホンや似顔絵、お菓子づくりのワーク
ショップ、朗読劇やクリスマスライブのほか、クリスマ
スマーケットを行います。

作品コメント：寒い日も CoCoDe に

イベント情報等をお知らせします

【申込み・お問合せ】TEL：0166-34-2717（担当：新井）

【日時】2018 年 12 月 4 日（火）19:00 〜 21:00
【会場】旭川市市民活動交流センター CoCoDe

CoCoDe のある風景

◆準グランプリ

◆グランプリ

北海道NPOファンド助成プログラム説明会
＆『組織診断』ってなに？ミニセミナー

旭川市内で開催される

【日時】2018 年 12 月 24 日（月・祝）10:00 〜 16:00
【会場】CASINO★DRIVE

エントランス

（旭川市７条通７丁目 32 番地）
【お問合せ】ギャラリープルプル又はハルニレカフェ

TEL：0166-73-8289 purupuru@snow.plala.or.jp
TEL：080-8294-7670 asahikawakaitakusya@gmail.com

【参加費】1,500 円 【定員】男女各 15 名
【対象】20 代・30 代の働いている独身男女
【申込み・お問合せ】（公財）旭川市総合体育館
TEL：0166-51-4545 FAX：0166-51-5500
募集

雪の降る街を 旭川冬の写真コンクール

冬の街並みや情景を撮影した写真コンクールを開催します。
①撮影地点が旭川市内であればどなたでもご応募できます
②応募は一人 3 点まで（未発表作品に限る）
【応募方法】①事務所に持参（2L サイズにプリント）
期間 2018 年 12 月 26 日（水）〜 2019 年 2 月 18 日（月）
②WEB 専用フォーム

期間 2018 年 12 月 26 日（水）〜

2018 年 2 月 14 日（木）
【詳細】http://asahikawa-photo.info/

公益財団法人 北海道地域活動振興協会
平成30年度まちづくり推進活動支援事業助成

C o C o D e の使い方

地域防災リーダー養成講座を終えて
10 月 11 日から 3 回にわたって実施した「地域防災リーダー
養成講座」が 11 月 14 日に終了致しました。

当初より予想を上回る参加があり、最終的には 34 名もの方
が 3 回全ての講座を受講し、修了証を手にされました。

どの講座も 20 代〜 80 代までの方が活発に意見交換され、参

加者の満足度も非常に高いものでした。参加者の皆さまがそ
れぞれの地域で学んだことを広めていただけるものと確信し

ました。最後に無理な日程にもかかわらず指導していただい
たオフィス及川防災プランニング代表の及川様にも深く感謝
いたします。

ホール音響設備について
ホール１階で音響操作ができる
よう簡易音響機器を設置しまし
た。

【お問合せ】ウレシパあさひかわ事務局

旭川市３条９丁目（本通り） TEL：0166-25-6488

にお話を伺いました。
●「やりたいこと」は意外と実現できるもの
学習支援の活動にスタッフとして関わる中で、代表の方
の『やりたい』という思いを実現している姿を間近で見て

など、イヤホンジャックのついている機器に対応でき

門性を活かしながら、家の中や園ではできないことを思いっ

●「子どもが子どもらしく子ども
時代を過ごす」ために
スタッフみんなで、この活動理

ます。ＣＤや、パソコン、i pad

と考えて、幼稚園の先生が園外に出て活動することと、専

ます。BGMやプレゼンテーション等でちょっとした音

を充実して過ごしたと感じて、自
きりやってみよう！という場を作りたいと思いました。で、 分のやりたいことや夢を見つけて
やってみました！
欲しい。そして、そのやりたいこ

を会場に流したい場合に便利です。

い。

※音響設備を利用される場合は使用料として500円か
かります。

〒070-0033

ベントは大盛況！代表の斉藤幸波（さいとうこうは）さん

２階に行くことなく音楽を流せ

その他ホールでの音響設備についてご不明な点等ござ

防災用品の紹介も

クローバー」。休日や平日の夜に開催している親子向けのイ

きました。自分がいちばんやってみたいことはなんだろう？

いましたらお気軽にスタッフまでお問い合わせくださ

避難所運営ゲームを体験

今年の 4 月から活動を始めた「子育て支援団体よつばの

●参加者はもちろん、スタッフも楽しく、居心地良く

『誰かのために、何かをやる』というよりも、自分がや

念を共有しています。子ども時代

とを実現できる社会にしていきたいです。

りたいこと、居心地が良いと思う空間を作りたいと考えま 【今後の活動・イベント予定】
した。それに共感した人たちがスタッフとして関わってく ・夜型子育てサロンつむぎっこ
れるようになって、みんな「やりたい、遊びたい」という
気持ちでイベントを作っています。スタッフが一番本気で
遊んでいるかも（笑）

12 月 21 日（金）18 〜 20 時＠神楽公民館

・やってみよう ( 冬の外遊びイベント )
1 月 13 日（日）10 〜 12 時＠クリスタルパーク

