
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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。 

発行：藤沢市市民活動推進センター  ☎0466-54-4510  ✉f-npoc@shonanfujisawa.com 

１１/２６ 

講座 

                 

日 時 

会 場 

内 容 

参加費 

申 込 

締 切 

宛 先 

 

 

問合せ    

 
 

情報No. 106530 

11月26日（金）9：30～16：30 

波止場会館（横浜市中区海岸通1-1） 

ウォーキングの基礎、体力づくりの基礎 

1,000円 

氏名・住所・電話番号・年齢を明記し、ハガキで申込 

11月4日（必着） 

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 

かながわ県民活動サポートセンター9階 レターケース

29 特定非営利活動法人 神奈川県歩け歩け協会 

かもめアカデミー 仲田 ☎090-3595-6928 

健康ウォーキング指導者養成講座 
開催案内 

                 １０/１９他 

講座 

日 時 

会 場 

講 師 

内 容 

 

受講料 

問合せ    

オンライン会議が劇的に変わる「会議を支

えるデザインとファシリテーションの技術」 

情報No. 106493 

10月19日（火）、11月2日（火）14:00～16:30 

オンライン開催（Zoom) 

吉田 創（(株)Dialogic Consulting 代表取締役社長） 

効率的、効果的なオンライン会議の運営とデザインのノ

ウハウ等 

生放送参加（Zoom受講）：10,000円、聴講生：5,000円 

(N)NPOサポートセンター ☎03-6453-7498 

✉center@npo-sc.org   

🏠https://npo-sc.org/main/event/event-2200/ 

・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  

１１/１１他 

講座 

                 

日 時 

 

会 場 

内 容 

 

 

 

参加費 

締 切 

実施団体 

問合せ    

 
 

情報No. 106414 

11月11日、18日、25日、12月2日（全て木曜） 

全4回 18：30～20：00 

オンライン開催（Zoom） 

・自己評価による組織の問題点抽出 ・組織作りの基本、

仲間の巻き込み方 ・クラウドファンディング成功の秘

訣 ・人を育てるインターンシッププログラム ・より良い活

動を継続していくために 

3,000円 

10月26日（火） 

（認N)藤沢市民活動推進機構 

かながわコミュニティカレッジ事務局  

☎045-620-0743  FAX045-620-0745   

🏠「かながわコミュニティカレッジ」で検索 

人生100歳時代のNPO・市民活動 
（実践編） 

１０/３０他 

講座 

                 

第 1回 

 

 

 

第 2回 

 

 

第 3回 

 

 

時 間 

会 場 

参加費 

問合せ    

 
 

情報No. 106560 

「ひとりひとりの得意を生かした組織づくり」  

10月30日（土） 講師：塩崎 裕子氏（園芸家、イーハ

トーブ湘南 会長）、益永 律子氏（(認N)NPOサポートち

がさき 代表理事）  

「ココがポイント！ 助成金・補助金申請」 

11月13日（土） 講師：水澤 弘子氏（さがみはら市民

活動サポートセンター 総括責任者兼センター長） 

「できる！ 市民活動の会計処理 +個別相談」 

12月４日（土） 講師：本郷 順子氏（（N)税理士による

公認活動サポートセンター理事） 

14：00～16：00 

オンライン開催（Zoom） 

無料 

ちがさき市民活動サポートセンター 

☎0467-88-7546  ✉s-center@pluto.plala.or.jp 

🏠https://sapocen.net/ 

モチベーションアップ！！ 
市民活動の実践３講座 

１１/２０他 

講座 

                 

日 程 

 

 

 

 

時 間 

会 場 

問合せ    

 
 

情報No. 106476 

【第6回】 11月20日(土) ①高齢：在宅サービス ②

障害：就労支援・生活介護 【第7回】12月15日（水）

①高齢：介護老人保健施設 ②児童：児童通所 【第8

回】2022年1月15日（土） ①高齢：特別養護老人

ホーム ②障害：グループホーム  

13:30～15:15 

かながわ県民センター WEB参加も可 

かながわ福祉人材センター ☎045-312-4816 

✉j inza i@knsyk.jp  

🏠「かながわ福祉人材センター」で検索 

聞こう！知ろう！福祉のしごと！ 
福祉のしごとを知る懇談会 



情報No.   助成金名 分野 主催 締切 

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 

73559 2021年度秋期 花苗配布 全分野 (公財)神奈川県公園協会 10/22 

73554 釋海心基金 保健医療 (公財)公益推進協会 10/25 

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 

73550 
令和4年度「キリン・福祉のちから開拓事
業」 

保健・子ども (公財)キリン福祉財団 10/31 

73558 2021年度 環境保全プロジェクト助成 環境保全 (公財)SOMPO環境財団 10/31 

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 

73548 中央ろうきん助成制度 カナエルチカラ まち・職業 中央労働金庫 10/31 

73551 
令和4年度「キリン・地域のちから応援事
業」 

保健・まち・
子ども 

(公財)キリン福祉財団 10/31 

73547 日本郵便 年賀寄付金 
保健・環境・
災害・地域・
国際・子ども 

日本郵便株式会社 11/5 

73555 2022年度河川基金助成事業 環境保全 (公財)河川財団 11/15 

73546 子どもゆめ基金 子ども (独法)国立青少年教育振興機構 11/16 

73552 
2021年度特定課題「外国人材の受入れと
日本社会」 

職業能力 (公財)トヨタ財団 11/20 

73557 2022年度助成 全分野 (公財)大阪コミュニティ財団 11/26 

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、   

※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 

                 １０/３０ 

イベント 

日 時 

場 所 

内 容 

入場料 

問合せ    

第五十八回 
藤沢市邦楽協会合同演奏会 

情報No. 106515 

10月30日（土） 12：30開場 13:00開演 

藤沢市民会館 小ホール 

端唄、琵琶、長唄、三味線など  

無料 

藤沢市邦楽協会 会長 森中志水  

☎0466-23-7163 

                 １１/１４ 

イベント 

日 時 

会 場 

入場料 

内 容 

 

問合せ    

湘南モーツァルト愛好会 
例会のご案内 

情報No. 105250 

11月14日（日）14：00～ 

藤沢リラホール 

（当日会員券）一般4,500円、学生3,000円 

大場俊一モーツァルト・ピアノリサイタル 

モーツァルト:ピアノ・ソナタ ハ長調 K309 ほか 

湘南モーツァルト愛好会 ☎046-872-1963 

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


