
開催日 曜日 時間帯 会場名 会場住所

8月26日 月 10：30～11：30 神楽岡地区センター 旭川市神楽岡12条2丁目

8月29日 木 10：30～11：30 神楽店2階会議室（4条店合同） 旭川市神楽4条5丁目1－22

10月3日 木 10：30～11：30 東光店2階会議室（アモール共同） 旭川市豊岡1条5丁目1－5

10月7日 月 11：00～12：00 忠和店2階会議室 旭川市忠和5条8丁目1-21

10月16日 水 11：00～12：00 春光店会議室 旭川市末広4条1丁目452

10月18日 金 10：30～11：30 シーナ店文化教室 旭川市永山3条15丁目1－7

9月3日 火 10：30～11：30 美瑛町民センター 美瑛町寿町2丁目3－13

10月4日 金 10：30～11：30 あかびら店会議室 赤平市大町3丁目1－1

10月7日 月 10：30～11：30 滝川店会議室 滝川市新町1丁目9－23

10月10日 木 10：30～11：30 士別文化センター 士別市東6条4丁目

10月18日 金 10：30～11：30 富良野店会議室 富良野市若葉町13－1

10月23日 水 10：30～11：30 砂川店会議室 砂川市西1条北10－117

10月24日 木 10：30～11：30 稚内東拠点センター 稚内市潮見3丁目

10月24日 木 10：30～11：30 留萌ハートフル教養娯楽室 留萌市五十嵐町1丁目5－10

10月24日 木 14：30～15：30 はぼろ店会議室 羽幌町南3条2丁目

10月29日 水 10：30～11：30 深川店会議室 深川市1条6－25

10月3日 木 10:30～11:30 小樽南店１階 小樽市入船1-7-7

10月21日 月 10:30～11:30 みどり店２階 小樽市富岡1-12-1

10月15日 火 11:00～12:00 オタモイ店２階 小樽市オタモイ1-3-26

10月4日 金 10:30～11:30 余市店 余市町黒川町10-3-22

9月25日 水 10:30～11:30 いしかり店１階 石狩市花川北3-3-9-2

10月23日 水 10:45～11:30 倶知安店２階 倶知安町北３西4-3-2

8月28日 水 11:00～12:00 ベルデ文化教室　多目的室 帯広市西17条南4丁目11番地3

小樽市
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9月20日 金 11:00～12:00 とかち大平原交流センター 帯広市川西町基線61番地13

8月23日 金 11:00～12:00 木野コミニュニティーセンター 音更町木野西通8丁目2

9月26日 木 11:00～12:00 幕別百年記念ホール　視聴覚室 幕別町札内豊町43

8月27日 水 10:30～11:30 コープさっぽろステイ店 苫小牧市三光町5丁目6－4

9月4日 水 10:30～11:30 コープさっぽろ栄町店 苫小牧市旭町1丁目2－1

10月29日 火 10:30～11:30 コープさっぽろ桜木店 苫小牧市桜木町3丁目18－17

11月6日 水 10:30～11:30 コープさっぽろパセオ川沿店 苫小牧市川沿町6丁目15－3

9月12日 木 10:30～11:30 コープさっぽろむかわ店 勇払郡むかわ町松風町3丁目12

10月24日 木 11:00～12:00 コープさっぽろ静内店 日高郡新ひだか町静内ときわ町2丁目7－5

9月19日 木 11:00～12:00 浦河町ふれあい会館 浦河郡浦河町東町かしわ3丁目１‐１

8月30日 金 13:00～14:00 コープさっぽろ様似店 様似郡様似町大通2丁目46

8月30日 金 11:00～12:00 コープさっぽろえりも店 幌泉郡えりも町字本町182－2

8月30日 金 10：30～11：30 山の手店 函館市山の手2丁目18-15

9月9日 月 10：30～11：30 かじ店 函館市鍛冶2丁目21-15

9月13日 金 10：30～11：30 桔梗店 函館市桔梗4丁目35-25

9月17日 月 10：30～11：30 人見町会館（ひとみ店） 函館市人見町9-5

9月20日 金 10：30～11：30 旭岡店 函館市西旭岡町3丁目3-1

9月27日 金 10：30～11：30 いしかわ店 函館市石川町457-2

10月4日 金 10：30～11：30 湯川店 函館市湯川町1丁目34-15

11月8日 金 10：30～11：30 末広西店 函館市末広町17-13

10月18日 金 10：30～11：30
田家コミニュティーセンター
（宅配トドック函館センター）

函館市田家町18-1

10月15日 火 11：00～12：00
せたな町ふれあいプラザ
（宅配トドック八雲センター）

久遠郡せたな町北檜山区徳島8-1

10月17日 木 11：00～12：00 宅配トドック「ひやまセンター」 桧山郡厚沢部町字美和1229-1

10月22日 火 11：00～12：00 しりうち店 上磯郡知内町字重内13-19

10月22日 火 13：00～14：00 きこない店 上磯郡木古内町字本町623

10月23日 水 10：30～11：30
鹿部町中央公民館
（宅配トドック八雲センター）

茅部郡鹿部町字宮浜311-2
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10月29日 火 10：30～11：30 ほくと店 北斗市久根別2丁目28-1

11月5日 火 11：00～12：00 ふくしま店 松前郡福島町字三岳200-1

10月15日 火 11：00～12：00 びほろ店 美幌町字三橋南3-1

10月23日 水 10：30～11：30 トドックオホーツクセンター 興部町字興部130-1

10月24日 木 10：00～11：00 あばしり店 網走市駒場北5丁目84-36

10月17日 木 12：00～13：00 プラザ店 遠軽町大通北2丁目

10月25日 金 10：00～11：00 遠軽みなみ店 遠軽町南町3丁目

11月1日 金 10：00～11：00 きよみ店 北見市清見町70-1

11月8日 金 10：00～11：00 きたみ春光店（文化教室） 北見市春光町１丁目

11月19日 火 10：00～11：00 北見みわ店 北見市中央三輪2丁目411-1

9月5日 木 10:30～12:00 岩見沢南店 岩見沢市美薗6-8-6-15

9月27日 金 10:30～12:00 パセオすみよし店（向陽台店と合同開催） 千歳市住吉4丁目

10月4日 金 10:30～12:00 びばい店 美唄市東3条北5丁目

10月17日 木 10：30～12:00 野幌店 江別市野幌松並町9-20

10月18日 金 10:30～12:00 エルフィン店（北広島店と合同開催） 北広島市栄町1丁目

11月14日 木 10:30～12:00 恵み野店 恵庭市恵み野西5丁目

9月2日 月 10：30～11：30 あいの里店 北区あいの里1条5丁目2

9月4日 水 10：30～11：30 新琴似南店 北区新琴似2条7丁目１-50

9月6日 金 10：30～11：30 藤野店　2階　文化教室 南区藤野3－6－2－1

9月10日 火 10：00～11：00 手稲トドックセンター 手稲区曙2条4丁目1-20

9月20日 金 10：30～11：30 篠路コミュニティセンター 北区篠路3条8丁目１１-１

9月26日 木 10：30～11：30 にしの店 西区西野3条3丁目2－5

10月3日 木 10：30～11：30 中央センター　3階　会議室 中央区北9条西23丁目1番20号

10月4日 金 11:00～12：00 星置店 手稲区星置1-3-2-2

10月4日 金 11:00～12：00 西宮の沢店 手稲区西宮の沢3条1-12-1

10月11日 金 10：30～11：30 南センター　2階　会議室 南区南33条西11丁目4－18

10月15日 火 11：00～12：00 新発寒地区センター 手稲区新発寒5条4-2-2
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10月16日 水 10：30～11：30 ソシア店 3階カルチャールーム6 南区川沿5－2－3－10

10月18日 金 10：30～11：30 二十四軒店 西区二十四軒3条1丁目6－1

10月24日 木 10：30～11：30 西岡店　2階会議室　 南区澄川6－4－1－1

10月25日 金 10：30～11：30 北１２条店　サテライト 北区北12条西１丁目１-5

10月30日 水 10：00～11：00 西岡店　2階会議室　 南区澄川6－4－1－1

11月7日 木 10：30～11：30 西センター 西区八軒10条西10丁目1－40

10月1日 火 10：30～12：00 月寒東店 豊平区月寒東4-11-3-10

10月24日 木 10：30～12：00 美園店・白石センター 豊平区美園6-7-2

11月20日 水 10：30～12：00 中の島店 豊平区中の島1-4-7-1

10月18日 金 10：30～12：00 元町店・雁来センター 東区北21条東21丁目2-12

11月19日 火 10：30～12：00 新道店・雁来センター 東区伏古11条3丁目1-45

9月27日 金 10：30～11：45 菊水元町店 白石区菊水元町6-1-8-21

10月3日 木 10：30～11：45 川下店・雁来センター 白石区川下3-4-1-1

10月8日 火 10：30～11：45 北郷店・雁来センター 札幌市白石区北郷2-4-4-10

10月10日 木 10：30～11：45 ほんどおり店・白石センター 白石区本通8丁目南1-1

10月17日 木 10：30～11：45 ルーシー店・大谷地センター 白石区栄通18丁目5-35

10月18日 金 10：30～11：45 ひばりがおか店・大谷地センター 厚別区厚別南1-9-1

10月25日 金 10：30～11：45 平岡店・清田センター 清田区平岡公園東3-1-5

9月23日 水 10：30～11：30 パセオしらおい店 白老郡白老町東町1-5-1

10月11日 金 10：30～12：00
胆振地方男女平等参画　　　センター
ミンクール

室蘭市東町4丁目29-1

10月18日 金 10：30～11：30 だて店 伊達市松ヶ枝町9-8

9月4日 水 10:00-11:00 曙店会議室 釧路町曙3-11-1

9月17日 火 11:00-12:00 新橋大通店会議室 釧路市新橋大通4-1

10月1日 火 11:00-12:00 桜ヶ岡店会議室 釧路市桜ヶ岡4-2-22

10月11日 金 11:00-12:00 星が浦店会議室 釧路市星が浦大通3-5-13

10月18日 金 11:00-12:00 貝塚店会議室 釧路市貝塚3-2-28

10月24日 木 11:00-12:00 中央店会議室 釧路市春採7-10-2

10月25日 金 11:00-12:00 白糠町社会福祉センター 白糠郡白糠町東3条南１丁目1-18

9月18日 水 11:00-12:00 中標津トドックセンター 中標津町東30条南1丁目1-3

10月16日 水 13:30-14:30 べつかい店会議室 別海町別海宮舞町26-1

10月22日 木 11:00-12:00 ねむろ店会議室 根室市曙町3-5
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