
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

１１/１４

イベント

日 時

会 場

対 象

内 容

参加費

持ち物

申 込

問合せ

ふじさわ子ども 森の探偵団

情報No. 104505

11月14日（土）9:30～12:30

藤沢市少年の森

小学3年生～6年生 先着20名

森の樹木手入れと落ち葉でやきいもを作って食べよう

300円（保険代他として）

飲み物、タオル、軍手、自転車用ヘルメット（持ってる

人） ※汚れても良い動きやすい服装

10月31日（土）～11月11日（水）

（N)藤沢グリーンスタッフの会

☎080-4629-8284 東（あずま）

常時

募集

日 時

場 所

内 容

問合せ

情報No. 104530

毎週日曜日10:00～12:00

藤沢市市民活動推進センター

ミーティング中の子どもの保育（見守り、一緒に遊ぶ、

おやつ、トイレの付き添いなど）

ギャマノン湘南藤沢グループ

☎080-3153-8641（あおば）

ボランティアさんを募集しています

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。

９/２８

講座

日 時

会 場

参加費

対 象

内 容

問合せ

幼児向け音楽レッスン
リズム♪メロディー♪ハーモニー

情報No. 104496

9月28日（月）①9:30～10:10 ②11:00～11:40

藤沢青少年会館 3階 談話室

一組600円

幼児と保護者 ①②各8組

ピアノと一緒に音楽を楽しみながら、はじめての音楽

レッスン体験

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。

１１/２８

講座

日 時

内 容

参加費

締 切

問合せ

ZOOMを使って自宅から
回想法 基礎講座

情報No. 104541

11月28日（土） 14:00～16：00

高齢者がなつかしい思い出を語り合い、脳を活性

化させ、生きる活力を引き出していく回想法。

高齢者地域サロン等の運営ツールとしても最適な

回想法の概論をオンラインで学びましょう。

2,000円

11月18日（水） ※申込先着15名

回想法プランニング

✉ i nfo@kaisoho.org（荒井）

１０/１７

上映会

日 時

会 場

内 容

入場料

問合せ

ドキュメンタリー教育映画
「記憶」上映会

情報No. 104557

10月17日（土）上映会18:30 トークセッション20:30

神奈川公会堂ホール

少年院在院中の少女たちの赤裸々な過去、現在そし

て未来・・・。 ―幸せになってもいいのですか？―

無料 （要事前申し込み、先着250名）

横浜市西区BBS会 ✉bbs.n ish i@gmai l .com

🏠https://www.bbsn ish i .com

９/２１

イベント

日 時

会 場

参加費

内 容

問合せ

情報No. 104506

9月21日（月祝）10:30～12:00

あーすぷらざ１F会議室

常設展示室観覧料（小中学生100円、他）

魔法の液に水を落とすと…あら不思議！手で水がつか

めちゃうよ！ （小学生対象/事前申込制）

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

つかめる！
ふしぎなお水をつくってみよう



ＮＰＯ支援助成金情報

情報No. 助成金名 分野 主催 締切

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

73335
スミセイ コミュニティスポーツ 推進助成プログ
ラム

学術文化 住友生命健康財団 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

73334 重い病気を抱える子どもの学び支援活動助成
保健医療/子どもの
健全育成

(公財)ベネッセこども基金 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

73321
2020年度男女共同参画・少子化関連顕彰
事業募集

男女共同参画社会の
形成の促進

(公財)程ヶ谷基金 9/30

73342 第18回 読売福祉文化賞 2020年
保健医療/まちづくりの
推進/子どもの健全育
成

社会福祉法人 読売光と愛
の事業団

9/30

73330
令和2年度 「公益財団法人ALSOKありがとう

運動財団」による福祉車両および活動助成金

の寄贈について

保健医療/環境の保
全/地域安全活動

(公財)ALSOKありがとう運動
財団

9/30

73326 がん患者団体助成（２０２１年度助成） 保健医療 正力厚生会 10/2

73343
２０２０年度 社会福祉事業 ＮＰＯ基盤強化資

金助成 組織および事業活動の強化資金助成
保健医療 (公財)SOMPO福祉財団 10/9

73344
２０２０年度 社会福祉事業 ＮＰＯ基盤強化資

金助成 認定ＮＰＯ法人取得資金助成
保健医療/学術文化 (公財)SOMPO福祉財団 10/9

73322
新型コロナウィルス感染拡大に伴う社会福祉
活動「緊急助成」

保健医療 (公財)愛恵福祉支援財団 10/10

73348 安全事業に関する助成
地域安全活動/人権
の擁護・平和の推進/
子どもの健全育成

(公財)日工組社会安全研究
財団

10/15

73346 TOTO水環境基金
環境の保全/国際協
力

TOTO株式会社 10/18

73281
かながわボランタリー活動推進基金21 ボラン

タリー活動補助金
全分野

かながわ県民活動サポート
センター

10/23

※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


