
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

５/１９

イベント

日 時

会 場

参加費

内 容

問合せ

情報No. 105766

5月19日(水）13:00～16:00

藤沢市役所 本庁舎5階 市民利用会議室2（福祉）・

3（保育）

無料

セミナー 13:00～14:00（福祉・保育ともに事前申込制）、

相談 14:00～16:00（福祉/予約不要、保育/事前申

込） 福祉の仕事相談窓口13:00～16:00（予約制）

かながわ福祉人材センター

☎045-312-4816  ✉j inza i@knsyk.jp

かながわ保育士・保育所支援センター

☎045-320-0505 ✉hoiku_jinzai@knsyk.jp

福祉のしごと 保育のしごと
地域出張相談会 in 藤沢

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。

５/２９

イベント

日 時

会 場

参加費

持ち物

主 催

問合せ

２０２１ ふじさわ市民ウォーク

情報No. 105794

5月29日（土）雨天決行

①20km 8：30～ ②13km 8：30～ ③7km 9：30～

①②奥田公園出発 ③クラゲ広場出発 ゴールはい

ずれも秩父宮記念体育館 横

500円 ※感染防止対策チェックシートにご記入して、

受付にご提出下さい。

マスク、飲料水、健康保険証の写し等

藤沢市・ふじさわ市民ウォーク2021実行委員会

湘南ふじさわウォーキング協会 ☎0466-28-2052

※ （N)＝NPO法人

６/１２

イベント

日 時

会 場

入場料

出 演

問合せ

情報No. 105823

6月12日(土)14：30～16:30 14:00開場

Fプレイス（藤沢市労働会館）ホール

全席指定席 2,300円

大橋エリ（グラスハープ奏者）、後藤郁夫（ギタリスト、

作編曲家）

（N)旧モーガン邸を守る会 ☎0466-82-0982

（桑山） ☎0466-25-2076（徳重）

✉1122morganhouse@gmai l .com

第18回 旧モーガン邸募金コンサート
美しいグラスハープの音世界

５/２３

イベント

日 時

コース

参加費

問合せ

情報No. 105805

5月23日（日）8：45～15:30 （予備日30日（日））

JR東海道線大磯駅-鴫立庵-明治記念大磯邸園-

白岩大門-城山公園展望台（弁当昼食）-大磯町郷

土資料館-旧吉田茂邸-JR大磯駅解散

会員（湘南遺産プロジェクト、大磯だいすき倶楽部）

500円、一般1,000円 ※交通費/施設見学料は別、

弁当は各自ご用意ください。

（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27回 湘南遺産ウォッチング
大磯

６/１９他

講座

日 時

会 場

参加費

講 師

内 容

問合せ

情報No. 105789

6月19日（土）、7月3日（土）、11日（日）、31日（土）

10:00～12:00 または 13:30～15:30 のどちらか

逗子文化プラザ さざなみホール

2,000円（4回分）

山本省三氏（絵本・童話作家 日本児童文芸家協会理

事長）

①つくりたい絵本を決めよう！ ②ストーリーを考えよ

う！ ③場面を考えて、絵を描こう！ ④絵本に仕上げ

よう！

逗子文化プラザホール ☎046-870-6622

🏠https://www.bunka-plazaha l l .com/

こどものための
手作り絵本講座



情報No. 助成金名 分野 主催 締切

73453 シニアボランティア活動助成
保健医療
子ども

(公財)大同生命厚生事業団 5/25

73441 福祉たすけあい助成(16期）募集 保健医療 (公財)かながわ生き活き市民基金 5/28

73436 地域福祉チャレンジ活動助成 保健医療 (公財)日本生命財団 5/31

73443 2021年度B＆G海洋クラブ登録団体募集 学文/子ども
ブルーシー・アンド・グリーンラ
ンド財団

5/31

73450 未来のつばさプロジェクト支援事業2021 子ども (公財)楽天未来のつばさ 5/31

73465 こどもオポチュニティーズクラブ基金 子ども (公財)公益推進協会 6/1

73454 令和3年度第48回障がい者福祉への助成 保健医療 社会福祉法人木下財団 6/7

73432
延期・中止した公演のキャンセル費用等
を支援します

学術文化 映像産業振興機構 6/11

73449 第37回（2021年度）マツダ財団研究助成
まち/学文
環境/国際
子ども

(公財)マツダ財団 6/15

73466
大塚商会倉業60周年記念「大塚商会ハー
トフル基金持続可能な社会につながる環
境活動」

環境
農山漁村

大塚商会 6/15

73459
つながりがデザインする未来の社会シス
テムーニューノーマル時代に再考する社
会課題と新しい連帯に向けてー

全分野 (公財)トヨタ財団 6/18

73464
ファイザープログラム心とからだのヘル
スケアに関する市民活動・市民研究支援

保健医療 (N)市民社会創造ファンド 6/28

73458
2021年度（第47回）丸紅基金社会福祉助
成金

保健医療 丸紅基金 6/30

73448 都市の緑 3表彰 環境の保全 (公財)都市緑化機構 6/30

73462 コロナ禍の住宅支援事業 全分野 (公財)パブリックリソース財団 6/30

73455 2021年度社会福祉助成事業（事業助成） 保健医療 (公財)太陽生命厚生財団 6/30

73463
Panasonic NPO/NGOサポートファンド
for SDGs 国内助成

保医/学文
人権平和
子ども

(N)市民社会創造ファンド 7/30

73451 アジア・市民交流助成 学文/国際 独立行政法人国際交流基金 9/15

73457 藤沢市 空き家利活用事業補助金 まちづくり 藤沢市計画建築部 住宅政策課 9/22

73456 公園 夢プラン大賞 2021 まちづくり (一財)公園財団 9/30

ＮＰＯ支援助成金情報
※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。


