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９/２３

イベント

日 時

会 場

対 象

参加費

持ち物

問合せ

情報No. 106360

9月２３日（木・祝）、24日（金） 10:00～12:15

藤沢青少年会館

藤沢市在住、3歳から未就学までの親子 各日8組

一組600円（材料費、保険料）

裁ちばさみ・持ち帰り用袋

藤沢青少年会館 ☎0466-25-5215

※申し込みの際に、お子さんのぞうりのサイズをお知ら

せください。

ママ＆キッズ 親子にっこり講座
ママとつくる子ども用布ぞうり

１１/１４

イベント

日 時

場 所

対 象

参加費

締 切

問合せ

第２回 地引網体験のご案内

情報No. 106373

１１月１４日（日） 9:00～12:00

藤沢市鵠沼海岸

小中学生、保護者150名（未就学児、高校生以上のお

子様も一緒に参加可能）

無料

10月31日（日）

藤沢子ども食堂たんぽぽキッチン

🏠「たんぽぽキッチン」で検索

９/１８

イベント

日 時

会 場

対 象

内 容

参加費

問合せ
情報No. 106387

9月18日（土）10:00～17:00

平塚市青少年会館(平塚市浅間町12-41)

不登校やひきこもり状態にある若者とその保護者

元気になれる居場所の提供。相談や意見交換、カード

ゲームや運動などによる自立への支援。

無料

（N)ぜんしん （柳川） ☎0463-23-1177

✉ryoz@lifestyle-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～

１０/２・３

イベント

日 時

会 場

内 容

問合せ

２０２１集まる会
～０４６６（ふるさと）のきゅんフェス～

情報No. 106265

10月2日（土）、3日（日） 18:00～20:00

新江ノ島水族館

2021年1月の成人式対象の新成人に集まる機会を提供

藤沢市役所青少年課 ☎0466-50-8251

FAX0466-50-8434

🏠「2021集まる会」で検索

９/３０他

イベント

日 時

会 場

対 象

内 容

問合せ

ウォーキング
マップづくり講座

情報No. 106366

9月30日（木）、10月7日（木） 9:30～12:00

辻堂公民館 3階 第二談話室

藤沢市内在住・在勤・在学の方10名程度

ウォーキングコース作成と実践を行う2日間の講座

公益財団法人 藤沢市保健医療財団 藤沢市保健医

療センター保健事業課 ☎0466-88-7311

FAX0466-86-6065

１０/１２～

展示会

期 間

会 場

作 品

問合せ

ふじさわ平和文化展

情報No. 106340

10月12日（火）～17日（日）10:00～19:00

藤沢市民ギャラリー ODAKYU湘南GATE店 6階

絵画・書（短歌・俳句）・陶芸・写真・絵手紙 等

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）

・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。

新型コロナウィルス感染拡大防止に関して

９/２７

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

情報No. 106404

9月２7日（月）13:30～16:20

オンライン開催

基調講演「地域共生社会の実現に向けた取組みの最

新動向」唐木啓介氏（厚生労働省社会・援護局地域

福祉課 地域共生社会推進室長）、パネルディスカッ

ション（視点の提示・活動成果報告）他

無料

独立行政法人福祉医療機構(WAM) NPOリソースセン

ターNPO振興課 ☎03-3438-9942

🏠「WAM助成」で検索

NPOと行政との協働の現在地
～地域共生社会の実現に向けて～



情報No. 助成金名 分野 主催 締切

73526
ソーシャルジャスティス基金第10回助成
公募

全分野 （認N) まちぽっと 9/20

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

73528
スミセイコミュニティスポーツ推進助成
プログラム

保健・学文 住友生命健康財団 9/22

73530
2021 年度重い病気を抱える子どもの学
び支援活動助成

子ども （公財）ベネッセこども基金 9/25

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

73539 2021年度チャリティプレート助成金 全分野
（N)日本チャリティプレート協
会

9/30

73507 TOYO TIRE グループ環境保護基金 環境保全
（公財）日本フィランソロピー
協会

9/30

73513
FunD（ファンド）福島の子ども支援プロ
ジェクト

災害・子ども
株式会社 ラッシュジャパン
（LUSH）

9/30

73542 地域貢献助成
環境・災害・
地域・子ども

こくみん共済coop 9/30

73529
第19回読売福祉文化賞一般部門、高齢
者福祉部門

保健医療 （社福）読売光と愛の事業団 9/30

73527
2021年度男女共同参画・少子化関連顕彰
事業募集

男女共同 （公社）程ヶ谷基金 9/30

73531
NPO基盤強化資金助成認定NPO法人取得
資金助成

保健医療 （公財）SOMPO福祉財団 10/8

73543 環境市民活動助成 環境保全 セブン-イレブン記念財団 10/10

73545 がん患者団体助成 保健医療 正力厚生会 10/15

73532 2022年度安全事業に関する助成
まち・地域・

子ども
（公財）日工組社会安全研究財
団

10/15

73533 2022年度県域安全事業助成
まち・地域・

子ども
（公財）日工組社会安全研究財
団

10/15

73485
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

10/22

73508
東京海上日動あんしん生命「給付型奨学
金制度」

学文・子ども
（公社）日本フィランソロピー
協会

10/29

73544 2022年度アジア生協協力基金 国際協力 （公財）生協総合研究所 10/31

73502
2022 年度ヤマト福祉財団障がい者福祉
助成金

保健・学文 （公財）ヤマト福祉財団 11/30

73499 第5回リカジョ育成賞
学文・子ども

・科学
日産財団 1/23

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。

※（N)＝NPO法人、 （認N）＝認定NPO法人、 （公財）＝公益財団法人、 （公社）＝公益社団法人、

（社福）＝社会福祉法人、 （一財）＝一般財団法人

※保健＝保健・医療・福祉の増進、 まち＝まちづくりの推進、 学文＝学術・文化・芸術・スポーツの振興

災害＝災害救援活動、 子ども＝子どもの健全育成、 地域＝地域安全活動、 科学＝科学技術の振興


