
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

９/３０

イベント

日 時

会 場

チケット

内 容

奏 者

問合せ

石田組 オールバロック
弦楽アンサンブル

情報No. 104307

9月30日（水）18:30開演 17:45開場

横浜 関内ホール（大）

前売り券3,500円、当日券4,000円（全席自由）

ヴィヴァルディ「四季」ほか

石田泰尚、大宮臨太郎、丹羽洋輔、中村洋乃理 、門

脇大樹 、米長幸一 、松岡あさひ

社会福祉法人 横浜いのちの電話

☎045-333-6163 FAX045-332-5683

🏠 http://www.yind.jp/

９/２０

イベント

日 時

会 場

参加費

種 目

問合せ

情報No. 104301

9月20日（日）8:00集合 雨天中止（少雨実施）

県立山岳スポーツセンター内スポーツクライミング競技場

2,000円（藤沢スポーツクライミング協会会員1,500円）

トップロープ：小学1～4年生

リード：小学3・4年生/小学5・6年生/中学生

藤沢スポーツクライミング協会

🏠 http://www.fujisawa-climbing.jp

2020スポーツクライミング藤沢カップ
参加者募集

９/１３

上映会

日 時

会 場

参加費

内 容

問合せ

情報No. 104292

9月13日（日）13:30～16:00

藤沢市民会館 第一展示集会ホール

1,000円（高校生まで無料）

太平洋戦争末期、53人の子どものいのちを守った保母

たちがいた。知られざるヒロインたちの感動の実話。

第46回藤沢母親大会実行委員会

☎0466-26-1980 FAX0466-50-4060

藤沢母親大会
映画上映 あの日のオルガン

新型コロナウィルス感染拡大防止に関して

・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。

・イベントにご参加の際には、事前検温、マスク着用などのご配慮をお願いします。

８/１８,１９

講座

日 時

会 場

参加費

内 容

問合せ

小学４・５・６年生対象
やさし～い☆手話レッスン

情報No. 104360

8月18日（火）、19日（水）10:30～12:30 （全2回）

藤沢青少年会館3階

100円

手の形や動作で考えや気持ちを表現できる「手話」を覚

えて、使って、夏休みの新しい体験をしてみませんか。

藤沢青少年会館 ☎0466-25-5215

※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。

８/２０〆

募集

期 間

対 象

参加費

内 容

締 切

問合せ

参加者大募集！
中学生リーダースクール

情報No. 104311

2020年9月～2021年3月

藤沢市在住・在学の中学生、土日の活動に参加できる方

2,500円（保険代含む通年の金額）

オリエンテーション・イベント準備・小中高合同イベント・お

楽しみ会・イベント準備①②・自主企画イベント・修了式

8月20日（木）17:00まで

公益財団法人藤沢市みらい創造財団 藤沢青少年会

館 ☎0466-25-5215 FAX0466-28-9567

✉ youth@f-mira i . jp

８/２２

講座

日 時

会 場

参加費

内 容

持ち物

講 師

問合せ

小学５・６年生対象
大工の学校

情報No. 104361

8月22日（土）9:00～12：00

藤沢青少年会館 第１・第２談話室（3階）

800円（保険代50円含む）

カンナかけ体験・木工自由工作

上履き、水筒

神奈川土建一般労働組合湘南支部

藤沢青少年会館 ☎0466-25-5215



ＮＰＯ支援助成金情報

情報No. 助成金名 分野 主催 締切

73311
第16回住まいのまちなみコン
クール

まちづくりの推進
地域安全活動

一般財団法人住宅生産振興財
団

8/24

73319
2020年度国際交流基金地球市民
賞

学術文化/国際協力 独立行政法人国際交流基金 8/24

73315
第 21 回市民活動応援プログラ
ム 市民活動支援金

子どもの健全育成
生活協同組合パルシステム神
奈川ゆめコープ

8/28

73313 第33回神奈川地域社会事業賞
保健医療/社会教育の推進/まちづ
くりの推進/学術文化/環境の保全

（公財）神奈川新聞厚生文化
事業団

8/28

73241 JASM Award
保健医療/社会教育の推進

/学術文化
日本社会福祉マネジメント学
会

8/31

73317
新規海洋クラブ募集について
（第2次募集）

学術文化/環境の保全
ブルーシー・アンド・グリー
ンランド財団

8/31

73328
「第4回日本女性学習財団未来
大賞」レポート募集

保健医療
男女共同参画社会の形成の促進

日本女性学習財団 8/31

73292
障害児者に対する自立支援活動
への助成

保健医療 （公財）洲崎福祉財団 8/31

73288 神奈川県弁護士会人権賞 人権の擁護・平和の推進 神奈川県弁護士会 8/31

73245 トヨタ環境活動助成プログラム 環境の保全 トヨタ自動車株式会社 9/3

73314
未来を強くする子育てプロジェ
クト

子どもの健全育成 住友生命保険相互会社 9/4

73297
事業指定助成プログラム エラ
ベル 第7期

全分野
（公財）かながわ生き活き市
民基金

9/7

73325
令和2年度（第27回）ボラン
ティア活動助成募集

保健医療
災害救援活動

（公財）大和証券福祉財団 9/15

73283
かながわボランタリー活動推進
基金21 ボランタリー団体成長
支援事業

活動を行う団体の運営又は活動に
関する連絡、助言又は援助の活動

かながわ県民活動サポートセ
ンター

9/16

73282
かながわボランタリー活動推進
基金21 ボランタリー活動奨励
賞

全分野
かながわ県民活動サポートセ
ンター

9/16

73239 藤沢市空き家利活用事業補助金
まちづくりの推進
地域安全活動

藤沢市住宅政策課 9/25

73312
2021年度 競輪とオートレース
の補助事業

保健医療
学術文化

（公財）JKA 9/25

73324
ソーシャル・ジャスティス基金
助成公募 2020年度第9回

人権の擁護・平和の推進 認定（N)まちぽっと 9/25

73235 公園・夢プラン大賞2020
まちづくりの推進
子どもの健全育成

一般財団法人公園財団 9/30

73323 第14回かめのり賞 国際協力 かめのり財団 9/30

※下記以外にも情報があります。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。

※保健医療＝保健・医療・福祉の増進、 学術文化＝学術・文化・芸術・スポーツの振興
※（公財）＝公益財団法人 （N)＝NPO法人


