
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@shonanfuj isawa.com

１/１６

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

情報No. 105176

1月16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@li festyle-cps.sakura .ne.jp

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

１/１６

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

情報No. 105222

1月16日（土）14:30開演

藤沢市民会館大ホール

G.ロッシーニ／「ウィリアム・テル」序曲、J.シベリウス／ア

ンダンテ・フェスティーヴォ、他

無料（入場整理券が必要です）

藤沢市民交響楽団 ✉fso.concert@gmai l .com

🏠「藤沢市民交響楽団」で検索

藤沢市民交響楽団
ニューイヤーコンサート

常時

オンライン

内 容

問合せ

情報No. 105281

2007年から始めたコンサート＆相談会です。ママの心

が穏やかになることでお子様とゆっくり向き合うことができ

るようになります。好評を頂いてきましたが、新型コロナ

ウィルス感染防止のため、オンライン配信でお届けする

ことにしました。下記アドレスよりお入りください

湘南Liebe ☎090-5515-4448

✉geschenk1224@yahoo.co.jp

🏠https://geschenk1224.wixsite.com/mysite

赤ちゃんとママのためのコンサート
～みんなおなじ～

※表記のない日付はすべて2021年（令和3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。

１/３０

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. 105223

1月30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

１/３０

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

情報No. 105233

1月30日(土)13:30～15:20

Fプレイス ホール

第一部 佐々木祐滋氏による講演・ライブ、第二部 映

画上映「折鶴 思いやりと希望」

無料（要事前申込）

藤沢市企画政策部 人権男女共同平和課

☎0466-50-3501 FAX0466-50-8436

✉fj-j inkendanjyo@city.fuj isawa. lg.jp

第5回
平和の輪をひろげるつどい

１/３１

イベント

日 時

集 合

内 容

参加費

問合せ

情報No. 105161

1月31日（日）8:40～15:30

JR東海道線大磯駅

鴫立庵-明治記念大磯邸園-白岩大門-吾妻山公園

（弁当昼食）-吾妻神社-旧山川秀峰・方夫邸-二宮駅

1,000円 会員500円（飲食交通費・入庵料別）

（N)湘南遺産プロジェクト ☎090-8894-3354（西村）

✉i nfo@shonan isan .net

🏠http ://shonan isan .net/

第25回 湘南遺産ウォッチング
大磯～二宮



ＮＰＯ支援助成金情報

情報No. 助成金名 分野 主催 締切

73390 みんなの思いを届けたい助成を必要と
している団体を募集します！

保健医療 人権の擁
護・平和の推進 子ど
も 連絡助言

(N)神奈川子ども未来ファ
ンド

1/25

73402 令和3年度地域福祉活動支援事業
保健医療 まちづくり
の推進 地域安全活動

神奈川県社会福祉協議会 1/29

73398 2021年度助成プログラム募集案内
保健医療 学術文化
環境の保全 地域安全
活動 子ども

アイネット地域振興財団 1/31

73384 2020年度助成事業対象者募集 学術文化 子ども ノエビアグリーン財団 2/26

73412 令和2年度下期 一般助成 障害児・
者に対する自立支援活動への助成

保健医療 子ども (公財)洲崎福祉財団 2/28

73308 地域助け合い基金
保健医療 まちづくり
の推進 国際協力 子
ども

さわやか福祉財団 3/31

※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
連絡助言＝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 ※（公財）＝公益財団法人 （N)＝NPO法人

３/５〆

募集

期 間

会 場

作 品

出展料

搬 入

搬 出

期 日

問合せ

情報No. 105177

5月4日（火）～9日（日）

藤沢市民ギャラリー 第3展示室

絵画、書（俳句・短歌）、陶芸、写真、絵手紙

1,800円（1ｍ幅につき）

5月3日(月）13:30～16:30

5月9日（日）17:00～18:00

3月5日（金）までに申込

ふじさわ平和文化展 実行委員会

☎0466-44-5067（平綿）、0466-33-4003（木下）

✉tatsuro03@gmail.com（渡辺）

第8回 ふじさわ平和文化展
出展者募集

２/２３

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

対 象

問合せ

情報No. 105221

2月23日（火・祝） 15:00～

藤沢市民会館 第一展示集会ホール

プランA リアルライブコース、プランB リモートライブコー

ス、プランC FUJISAWAトリビュートコース

プランA 6,000円、プランB 4,000円、プランC 3,500円

1960年4月～1961年3月生まれの方

第3回ふじさわトリプル成人式実行委員会

FAX0466-33-3686

🏠https://triple-seijinshiki3-1.jimdosite.com/

第3回
ふじさわトリプル成人式

２/１９

イベント

日 時

会 場

持ち物

参加費

対 象

受 付

問合せ

情報No. 105244

2月19日（金）、20日（土） 各日10:00～12:00

藤沢青少年会館

裁ちばさみ、持ち帰り用袋

一組600円（材料費・保険料）

藤沢市内在住未就学児の親子 各日8組

2月3日（水） 9:00より

藤沢青少年会館 ☎0466-25-5215

※お子さんのぞうりのサイズをお知らせ下さい

親子で楽しむ
子ども用 布ぞうりづくり

２/７

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

湘南モーツァルト愛好会
第182回例会

情報No. 105250

2月7日（日）14:00～

藤沢リラホール

山本貴志ピアノ・リサイタル モーツァルト：ピアノ・ソナタ

二長調 K284、ショパン名曲集ほか

4,500円、学生3,000円（当日会員券）

湘南モーツァルト愛好会 事務局

☎046-872-1963

🏠http://www.shonanfujisawa.com/mozart/

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。


