
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

１１/２３

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

不登校・ひきこもり親子を対象とした
外出支援ゲーム大会と団体説明会

情報No. 104908

11月23日（月・祝）14:00～16:00

ひらつか市民活動センター

ゲームやマジック体験＆プロゲーマーとの交流。保護

者による意見交換会。

無料 定員24名 要事前申込

（N）ぜんしん（柳川） ☎0463-23-1177

✉ ryoz@lifestyle-cps.sakura.ne.jp

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。

１２/１３

イベント

日 時

会 場

参加費

内 容

申 込

問合せ

第22回 藤沢市
親子ふれあいコンサート

情報No. 104921

12月13日（日） 14:00開演

藤沢市民会館 大ホール

無料

童謡を楽しもう、ともとものガラクタ音楽会、みんなで楽

しもう

11月27日（金）締切 （120組抽選）

藤沢市みらい創造財団 青少年事業課

☎0466-25-5215 FAX0466-28-9567

✉youth@f-mirai .jp

※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。

１１/２１

講演会

日 時

会 場

内 容

定 員

問合せ

情報No. 104847

11月21日（土）13:30～15:00

あーすぷらざ 2階 プラザホール

絵本には不思議な力があります。世界各国の絵本を見て

いると、いろんな国の人たちと友達になったように思えてき

ます。さあ、みんなで世界旅行に出かけてみましょう！

120名（要事前申込）

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 ✉l ib_forum@earthp laza .jp

依田和子氏講演会
絵本を通して世界を知る

１１/１４

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

不登校・ひきこもり改善・自立支援 ～
進路相談会&体育館で体を動かそう～

情報No. 104907

11月14日（土）10:00～17:00

平塚市青少年会館

先ずは家を出て元気になれる場の提供。意見交換、

ゲームや運動による自立への支援

無料 定員8名程度 要事前申込

（N）ぜんしん（柳川） ☎0463-23-1177

✉ ryoz@lifestyle-cps.sakura.ne.jp

１１/２２他

イベント

日 時

内 容

日 時

内 容

対 象

問合せ

地引網体験＆クリスマス会

情報No. 104777

11月22日（日）9:00～12:00 会場 鵠沼海岸

地引網の体験、海岸のクリーンアップ（魚の持ち帰りでき

ます。保護者も参加できます。）

12月6日（日）10:30～12:00 会場 Fプレイス

サンタさんとのゲーム大会、クリスマスのミニ工作

（プレゼントを用意してます。）

小学生・中学生 50名 参加費無料

藤沢子ども食堂たんぽぽキッチン

☎050-5241-4821

✉ i nfo .tampopo.ki tchen@gmai l .com

応募専用フォーム「たんぽぽキッチン」で検索

【クリスマス会】

【共通】

【地引網体験】



ＮＰＯ支援助成金情報

情報No. 助成金名 分野 主催 締切

73374 特定課題 外国人材の受け入れと日本社会 国際協力 （公財）トヨタ財団 11/21

73376 もり・みず市民事業支援補助金 環境の保全
神奈川県 環境農政局 緑
政部 水源環境保全課

11/27

73369 ２０２０（令和２）年度『連合・愛のカンパ』助成 保健医療 さわやか福祉財団 11/30

73316
令和２年度森林・山村多面的機能発揮対策
交付金の募集

農山漁村又は中山間
地域の振興

（一財）都市農山漁村交流
活性化機構

11/30

73332 ヤマト福祉財団助成金 保健医療 （公財）ヤマト福祉財団 11/30

73383 2021年度助成事業
保健医療 子ども
経済活動の活性化
消費者の保護

（一財）キユーピーみらいた
まご財団 事務局

11/30

73386 2021年度 児童・少年の健全育成助成
保健医療

環境の保全 子ども
（公財）日本生命財団 11/30

73367 地球環境基金 環境の保全
独立行政法人 環境再生保
全機構

12/2

73307 2020年度助成事業
学術文化 子ども 科
学技術の振興 職業

（公財）森村豊明会 12/10

73377
2021年度「POSC社会貢献活動支援のため
の助成」

保健医療
災害救援活動 子ども

パチンコ・パチスロ社会貢献
機構

12/11

73368 第15期福祉たすけあい基金（スタート助成） 保健医療
（公財）かながわ生き活き市
民基金

12/11

73365 第8回エクセレントNPO大賞 全分野
「エクセレントNPO」をめざそう
市民会議

12/11

73349
学生を対象とする次世代リーダーの育成活動
に対する助成事業

子ども 職業 （公財）電通育英会 12/11

73375 エフピコ環境基金 環境の保全 株式会社エフピコ 12/28

※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 子ども＝子どもの健全育成
職業＝職業能力の開発・雇用機会の拡充
※（公財）＝公益財団法人 （N)＝NPO法人 （一財）＝一般財団法人

１１/２８

上映会

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

映画 第五福竜丸

情報No. 104834

11月28日（土）13:30～16:00

藤沢市民会館 第１展示集会ホール

ビキニ環礁で米国水爆実験に遭遇した漁船員の物語。

上映後、武本匡弘さん（（公財）第五福竜丸平和協会

協力会員 プロダイバー・環境活動家）のお話があります。

500円（要事前申込）

ピースリレー・ふじさわ ☎090-9239-0864（島田）

☎0466-36-8916（見城）

１２/１２

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

自転車「キープレフトプレート」を
つくろう！

情報No. 104906

12月12日（土） ①12:00～13:00 ②13:00～14:00

辻堂海浜交通公園 レクチャールーム

子供たちに、楽しく自転車の左側通行を知ってもらうため

のワークショップです。KEEP LEFTの台紙に絵を描いたり

して、仕上げに自転車のカゴに付けられるようにします。

200円 定員:各10名（事前申込み優先）

KEEP LEFT PROJECT （南八重）

✉plate@aloha-chigasaki.jp


