
 



午前 午後 午前 午後

10月1日 (金) 旭川市 中央公民館 旭川市5条通20丁目 9：00～12：00 13：00～17：00 デジサポ道北

10月2日 (土) 旭川市 中央公民館 旭川市5条通20丁目 9：00～12：00 13：00～17：00

街なか交流館　1階 旭川市4条通7丁目中川ビル 10：00～12：00 13：00～17：00 相談会グループ

東旭川公民館　洋室 旭川市東旭川町上兵村544番地 11:00～12:00 13:00～17:00 10:00～11:00

名寄庁舎　４階大会議室 10:30～12:00 　9:30～10:30

名寄庁舎　１階ロビー 13:00～17:00 0166-21-6450

旭川市 街なか交流館　1階 旭川市4条通7丁目中川ビル 10：00～12：00 13：00～17：00

名寄市 名寄庁舎　１階ロビー 名寄市大通南1丁目1番地 　9:30～12:00 13:00～17:00

街なか交流館　1階 旭川市4条通7丁目中川ビル 10：00～12：00 13：00～17：00

江丹別公民館 旭川市江丹別町中央104番地 10:00～12:00 13:00～17:00

名寄市 市役所智恵文支所　大会議室 名寄市字智恵文11線 10:30～12:00 13:00～17:00 　9:30～10:30

街なか交流館　1階 旭川市4条通7丁目中川ビル 10：00～12：00 13：00～17：00

西神楽公民館　洋室 旭川市西神楽南1条3丁目 11:00～12:00 13:00～17:00 10:00～11:00

名寄市 市役所風連庁舎　1階第一会議室名寄市風連町西町196-1 　9:30～12:00 13:00～17:00

旭川市 街なか交流館　1階 旭川市4条通7丁目中川ビル 10:00～12:00 13：00～17：00

名寄市 ふうれん地域交流センター　2階 名寄市風連町本町62番地2 10:30～12:00 13:00～17:00 　9:30～10:30

10月12日(火) 旭川市 東鷹栖支所　公民館　和室 旭川市東鷹栖4条3丁目 11:00～12:00 13:00～17:00 10:00～11:00

10月13日(水) 旭川市 東鷹栖支所　公民館　和室 旭川市東鷹栖4条3丁目 11:00～12:00 13:00～17:00 10:00～11:00

神居公民館 旭川市神居2条9丁目 9：00～12：00 13：00～17：00

東鷹栖支所　公民館　和室 旭川市東鷹栖4条3丁目 11:00～12:00 13:00～17:00 10:00～11:00

しゃきっとプラザ(集団検診ホール 10:00～11:00

しゃきっとプラザ(1Fロビー) 11:00～12:00 13:00～17:00

旭川市 神居公民館 旭川市神居2条9丁目 13：00～20：00

しゃきっとプラザ(１Fロビー) 　9:30～12:00 15:00～17:00

しゃきっとプラザ(集団検診ホール 14:00～15:00

旭川市 神楽公民館(1階ロビー) 旭川市神楽3条6丁目 9：00～12：00 13：00～17：00

美幌町 しゃきっとプラザ(１Fロビー) 美幌町字東3条北2丁目1番地 　9:30～12:00 13:00～17:00

旭川市 神楽公民館(1階ロビー) 旭川市神楽3条6丁目 13：00～20：00

美幌町 しゃきっとプラザ(1Fロビー) 美幌町字東3条北2丁目1番地 9：30～12：00 13：00～17：00

美幌町 しゃきっとプラザ(1Fロビー) 美幌町字東3条北2丁目1番地 9：30～12：00 13：00～17：00

旭川市 神楽公民館(1階ロビー) 旭川市神楽3条6丁目 9：00～12：00 13：00～17：00

旭川市 市役所総合庁舎　１Fロビー 旭川市6条通9丁目 9；30～12：00 13：00～17：00

市役所　(大会議室) 富良野市弥生町1番1号 11:00～12:00 10:00～11:00

御園会館 富良野市字上御料 13:30～15:00

北の峰コミュニティセンター 富良野市北の峰町8番1号 16:00～18:00

１0月26日(火) 旭川市 市役所総合庁舎　１Fロビー 旭川市6条通9丁目 9：30～12：00 13：00～17：00

旭川市 市役所総合庁舎　１Fロビー 旭川市6条通9丁目 　9:30～12:00 13:00～17:00

勤労青少年ホーム 富良野市春日町12番6号 11:00～12:00 10:00～11:00

瑞穂コミュニティセンター 富良野市瑞穂町2番65号 13:30～15:00

南コミュニティセンター 富良野市南町3番30号 16:00～18:00

１0月27日(水) 旭川市 市役所総合庁舎　１Fロビー 旭川市6条通9丁目 9：30～12：00 13：00～17：00

旭川市 市役所総合庁舎　１Fロビー 旭川市6条通9丁目 9：30～12：00 13:00～17:00

布礼別集落センター 富良野市字布礼別市街 10:00～11:30

麓郷集落センター 富良野市字麓郷市街地 13:00～14:30

布部会館 富良野市字布部市街 16:00～18:00

１0月28日(木) 旭川市 中央公民館 旭川市5条通20丁目 9：00～12：00 13：00～17：00

10月28日 (木) 旭川市 市役所総合庁舎　１Fロビー 旭川市6条通9丁目 9；30～12：00 13：00～17：00

旭川市 市役所総合庁舎　１Fロビー 旭川市6条通9丁目 　9:30～12:00 13:00～17:00

山部福祉センター　大ホール 富良野市字山部市街地 11:00～12:00 10:00～11:00

西地区コミュニティセンター 富良野市西町2番2号 15:00～18:00 14:00～15:00

１0月29日(金) 旭川市 中央公民館 旭川市5条通20丁目 13：00～20：00

旭川市 市役所総合庁舎　１Fロビー 旭川市6条通9丁目 　9:30～12:00 13:00～17:00

東山支所　２F研修室 富良野市字東山あかしや 11:00～12:00 10:00～11:00

西達布集落センター 富良野市字西達布市街 13:30～15:00

老節布会館 富良野市字老節布市街 16:00～18:00

10月20日(水)

１0月25日(月)

１0月6日

10月29日 (金)

10月26日 (火)

10月28日 (木)

10月27日 (水)

１0月8日 (金)

１0月14日(木)

お問い合わせ先開催日 市町村 施設名 住　　　　　所

開催時間

相談会 説明会

10月4日 (月)

旭川市

１0月15日(金)

１0月18日(月)

１0月19日(火)

富良野市

富良野市

富良野市

名寄市大通南1丁目1番地名寄市

美幌町

旭川市

旭川市

美幌町

富良野市

富良野市

美幌町字東3条北2丁目1番地

美幌町字東3条北2丁目1番地

１０月の相談会・説明会開催予定一覧　（デジサポ道北） 平成２２年９月30日現在

１0月5日 (火)

１0月7日 (木)
旭川市

(水)



10月2日 （土） 釧路市 ＮＨＫ　釧路放送局 釧路市幣舞町3-8 デジサポ道東

10月3日 （日） 釧路市 ＮＨＫ　釧路放送局 釧路市幣舞町3-8 相談会グループ

10月6日 （水） 別海町 尾岱沼地域センター 別海町尾岱沼潮見町213-1 0154-32-1127

10月7日 （木） 別海町 西春別ふれあいセンター 別海町西春別駅前栄町28

10月8日 （金） 別海町 別海町役場 別海町別海常盤町280

10月10日 （日） 帯広市 NHK　帯広放送局 帯広市西5条南7丁目2-2

10月11日 （月） 帯広市 NHK　帯広放送局 帯広市西5条南7丁目2-2

10月12日 （火） 釧路町 釧路町役場 釧路町別保1丁目1

10月13日 （水） 釧路町 釧路町役場 釧路町別保1丁目1

10月14日 （木） 釧路町 釧路町役場 釧路町別保1丁目1

10月15日 （金） 釧路町 釧路町役場 釧路町別保1丁目1

10月18日 （月） 釧路市 まりむ館 釧路市阿寒町阿寒湖温泉2丁目6番20号

10月19日 （火） 釧路市 釧路市阿寒町行政センター 釧路市阿寒町中央1丁目4番1号

10月20日 （水） 清水町 清水町役場 上川郡清水町南4条2丁目2番地

10月21日 （木） 清水町 清水町役場 上川郡清水町南4条2丁目2番地

10月25日 （月） 羅臼町 羅臼町役場 目梨郡羅臼町栄町100番地83

10月26日 （火） 浜中町 霧多布温泉 ゆうゆ 厚岸郡浜中町湯沸432番地

10月27日 （水） 浜中町 霧多布温泉 ゆうゆ 厚岸郡浜中町湯沸432番地

１０：３０～１５：３０

９：３０～１０：３０

１５：００～１７：００ １７：００～１８：００

９：３０～１５：３０

１０：００～１６：００

１０：３０～１５：３０ ９：３０～１０：３０

平成２２年９月30日現在１０月の相談会・説明会開催予定一覧　（デジサポ道東）

１０：３０～１５：３０ ９：３０～１０：３０

開催日 市町村 施設名

１０：３０～１５：３０ ９：３０～１０：３０

１０：３０～１５：３０ ９：３０～１０：３０

１０：３０～１５：３０ ９：３０～１０：３０

住　　　　　所
開催時間

お問い合わせ先
相談会 説明会

１０：００～１６：００

１０：００～１６：００

１５：００～１７：００ １７：００～１８：００

１０：００～１５：３０

１０：３０～１５：３０ ９：３０～１０：３０

１０：３０～１５：３０

１０：３０～１５：３０

１０：３０～１５：３０ ９：３０～１０：３０

１０：３０～１５：３０ ９：３０～１０：３０



10月1日 金 函館市 函館市役所　亀田支所 函館市美原1丁目26番8号 デジサポ道南

江差町
江差町会所会館
－江差町秋のいにしえ夢開道－

檜山郡江差町中歌町７６－１ 相談会グループ

上ノ国町
総合福祉センター
－上ノ国町産業まつり－

檜山郡上ノ国町字大留１００ 0138-27-6677

10月6日 水 函館市 函館市役所　湯川支所 函館市湯川町2丁目40番13号

10月7日 木 函館市 函館市役所　本庁舎 函館市東雲町4番13号

10月13日 水 函館市 函館市役所　湯川支所 函館市湯川町2丁目40番13号

10月14日 木 函館市 函館市役所　本庁舎 函館市東雲町4番13号

10月15日 金 函館市 函館市役所　亀田支所 函館市美原1丁目26番8号

10月16日 土 せたな町
町民ふれあいプラザ
－せたな産業フェスティバル－

久遠郡せたな町北桧山区徳島８番地－１

10月18日 月 函館市
イトーヨーカドー函館店
－１日行政相談所－

函館市美原1丁目３番１号

10月20日 水 函館市 函館市役所　湯川支所 函館市湯川町2丁目40番13号

10月21日 木 函館市 函館市役所　本庁舎 函館市東雲町4番13号

10月23日 土 北斗市
スポーツセンター
－もっと道南地産地食フェアーin北斗－

北斗市本郷１９５－１

10月24日 日 北斗市
スポーツセンター
－もっと道南地産地食フェアーin北斗－

北斗市本郷１９５－１

10月27日 水 函館市 函館市役所　湯川支所 函館市湯川町2丁目40番13号

10月28日 木 函館市 函館市役所　本庁舎 函館市東雲町4番13号

北斗市
かなでーる
－第５回北斗市市民文化祭－

北斗市中野通２－１３－１

函館市
アネックス館５階
－消費者まつり～第３０回消費生活展－

函館市若松町１7番12号

１０：００～１６：００

９：００～１７：００

９：００～１７：００

９：００～１７：００

10月31日 日

１０月の相談会・説明会開催予定一覧　（デジサポ道南） 平成２２年１０月８日現在

９：００～１７：００

１０：００～１４：００

１０：００～１４：００

住　　　　　所
開催時間

お問い合わせ先
相談会

９：００～１７：００

１０：００～１５：００

９：００～１７：００

９：００～１７：００

１１：００～１４：００

開催日 市町村 施設名

10月3日 日

１０：００～１５：００

８：３０～１４：００

９：００～１７：００

９：００～１７：００

９：００～１７：００

９：００～１５：００


