
藤沢周辺の講座やイベント、ＮＰＯ支援情報を掲載しています。 発信したい情報がある場合は当センター

までお寄せください。

なお、当センターのサイトではさらに詳しく掲載されていますので、右のＱＲコードからご覧ください。

藤沢市市民活動推進センター ☎0466-54-4510 ✉f-npoc@shonanfujisawa.com

※表記のない日付はすべて2020年（令和2年）です。

※各記事の詳細情報は、主催団体にお問い合わせください。

※(N)はNPO法人の略です。

４/２６

セミナー

日 時

会 場

講 師

参加費

締 切

問合せ

「傾聴セミナー」
あおいけあ流コミュニケーション術

情報No. 103809

4月26日（日）14:00～16:30

藤沢市民会館2階 第一展示集会ホール

加藤忠相氏（㈱あおいけあ代表取締役）

500円（会員無料）

4月17日（金）

ふじさわ傾聴連絡会 ☎0466-47-8990

✉keicho_rrk@yahoo.co.jp

【ご注意】

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、イベントが急遽中止または延期になる場合が

ありますので、各お問合せ先に確認してください。

５/９

イベント

日 時

会 場

ゲ ス ト

参加費

問合せ

変わるインド、変わらないインド
その魅力

情報No. 103871

5月9日（土）14：00～15：30

あーすぷらざ 5階映像ホール

林澄里（旅にまつわるユニット「旅音」で写真を担当）

山本高樹（著述家、編集者、写真家）

無料（定員120名/要申込）

神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）

☎045-896-2121 ✉gakushu@earthp laza .jp

５/１７他

講座

日 時

会 場

参加費

内 容

締 切

問合せ

科学の面白さを子どもたちと楽しむ
科学体験活動推進スタッフ養成講座

情報No. 103830

事前説明会 5月17日（日）13:30～16:00

養成講座 7月5日（日）、7月19日（日）、10月18日

（日） 9:30～17:00 （他に学校での現場実習2回）

藤沢市市民活動推進センター

3,000円（現場実習代含む）/事前説明会は無料

子どもたちに「理科って面白い」と感じてくれるような体

験学習の場を提供するための、スタッフ養成講座

事前説明会申込期日 5月11日（月）

（N)おもしろ科学たんけん工房 （藤沢グループ）

☎0466-34-5529（鹿島）

HP「たんけん工房」で検索

５/６

イベント

日 時

場 所

コー ス

参加費

持ち物

問合せ

新緑を目に皐月の山を満喫 大岳山

情報No. 103929

5月6日（水）8：15集合

JR御嶽駅

御嶽駅～滝本駅～御岳山頂駅～御岳山～芥場峠～

大岳神社～大岳山～大岳神社～白倉分岐～白倉バス

停～武蔵五日市駅 （大岳山1267ｍ 御岳山929ｍ、

歩行距離13ｋｍ、解散15:00頃、雨天中止）

一般500円、会員無料

弁当、飲料水、雨具、手袋など靴はトレッキングシューズ

湘南トレッキングクラブ ☎044-855-9390

📱090-2497-9008（会本）

🏠https://si lyounann .j imdo.com

５/１９

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

鵠沼サロンコンサート

情報No. 103614

5月19日（火）19:00～

レスプリ・フランセ（藤沢市鵠沼海岸7-7-11）

青木尚佳&ウェン･ジン･ヤン ヴァイオリンとチェロ デュ

オ･リサイタル ハイドン：二重奏曲 第4番

J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリン･ソナタ 第1番

オネゲル：ヴァイオリンとチェロのためのソナチネ 他

5,500円

鵠沼室内楽愛好会 ☎0466-36-6970



ＮＰＯ支援助成金情報

締切 助成金名 分野 主催 情報No.

5/29 福祉たすけあい助成
保健・医療・福祉の

推進
公益財団法人 かながわ生き活き市民
基金

73219

5/31 地域福祉チャレンジ活動助成
保健・医療・福祉の

推進
公益財団法人日本生命財団 73189

5/31
かながわ民際協力基金助成事業 多
文化共生ステップアップ・プログラム

国際協力 公益財団法人かながわ国際交流財団 73223

5/31
かながわ民際協力基金助成事業 民
際協力アドバンストプログラム

国際協力 公益財団法人かながわ国際交流財団 73222

6/8 令和２年度障がい者福祉助成金
保健・医療・福祉の

増進
社会福祉法人木下財団 73224

6/16
子どもゆめ基金 子どもの体験活動・
読書活動

子どもの健全育成
独立行政法人 国立青少年教育振興
機構

73220

6/30 屋上・壁面緑化技術コンクール まちづくりの推進 公益財団法人都市緑化機構 73218

6/30 緑の都市賞
まちづくりの推進
環境の保全

公益財団法人都市緑化機構 73217

6/30 緑の環境プラン大賞 まちづくりの推進 公益財団法人都市緑化機構 73216

※下記以外にも情報が多数あります。詳細は、右のQRコードから

「支援情報データベース」をご覧になるか、スタッフにお尋ねください。

５/１５

イベント

日 時

会 場

参加費

ゲ ス ト

内 容

問合せ

ルワンダで義足を作り続けて・・・。
最大の危機に直面中

情報No. 103909

5月15日（金）19:00～21:00

ちがさきサポセン

300円（飲み物付き/要申込）

ルダシングワ真美さん（障害者支援NGO  ムリンディ/

ジャパン・ワンラブ・プロジェクト）

アフリカのルワンダで障害者支援・就労支援活動を行っ

てきたが度重なる洪水に政府から退去を強いられる

ちがさきサポセン ☎0467-88-7546

✉s-center@pluto.p la la .or .jp

６/６～

セミナー

日 時

会 場

対 象

参加費

締 切

問合せ

女性の参画が社会を変える
「かなテラス カレッジ」第6期生募集

情報No. 103940

6月6日～9月26日（全10回/土曜）10:00～15:30

かなテラス（県藤沢合同庁舎2階）

地域活動・社会活動に参画する意欲をもつ女性（原則

全日程に参加できる方、座席に余裕のある時は各日

参加も可）

全日程3,000円、各日参加（1日2コマ500円）

5月21日（木）

かなテラス参画推進課 ☎0466-27-2114

HP「かなテラス」で検索

５/３０

イベント

日 時

会 場

概 要

参加費

共 催

問合せ

ドキュメンタリー「埋もれた報告」
上映＆学習研究会

情報No. 103816

5月30日（土）13:30～16：30

日本大学生物資源科学部 本館10階プレゼンテー

ションルーム

水俣病から学ぶ ～放射線被ばくによる健康被害を考

えるために～

無料

日本大学生物資源科学部食品ビジネス学科「地域経

済論研究室（高橋ゼミ）」、福島の子どもたちとともに・湘

南の会

✉aoyagi6090@gmai l .com（青柳）

☎090-2527-3200（須藤）
５/１５他

イベント

日 程

集 合

コース

参加費

締 切

問合せ

見所満載の三渓園と本牧神社参詣

情報No. 103938

5月15日（金)、25日（月）、28日（木）

JR根岸駅 9:00～9:30

根岸駅～本牧神社～三渓園（鶴翔閣～白雲邸～臨

春閣～旧天瑞寺寿塔覆堂～天授院～聴秋閣～松風

閣(展望台)～旧燈明寺三重塔～旧東慶寺仏殿～旧

矢箆原家住宅～旧燈明寺本堂） 園内解散12:30頃/

徒歩距離約3km 高低差ややあり

500円、入園料（団体）600円、バス代220円

実施日の一週間前

（N)鎌倉ガイド協会 ☎0467-24-6548

HP「鎌倉ガイド協会」で検索

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

中止
となりました


