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１/２９

講座

日 時

会場＆

参加費

講 師

内 容

問合せ

情報No. 107016

1月29日（土）14:00～17:00

横浜市青少年育成センター 3,000円、

オンライン2,000円、 見逃し配信2,000円

斉藤章佳氏（大船榎本クリニック精神保健福祉部長

精神保健福祉士・社会福祉士）

虐待・性被害・いじめ等、加害者の視点を知ることで、

被害を予防することが、加害者をつくることも、被害者を

作ることも避けられる。

（N)子ども支援センターつなっぐ

✉info@tsunagg.com 🏠「つなっぐ」で検索

被害者支援に関わる人が
知っておきたい加害者心理

・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

２/５

イベント

日 時

会 場

内 容

問合せ

情報No. 107024

2月5日（土）10:00～15:00

藤沢市役所本庁舎 １Fラウンジ・市民広場、５Fラウン

ジ・5-1会議室

地域の団体やサークルに興味があるけれど、きっかけ

が見つからない方へ、色々な分野の団体が、日頃の活

動内容を説明する「見本市」を開催します。

藤沢市高齢者支援課 ☎0466-50-3571

（認N）湘南ふじさわシニアネット ☎0466-52-5577

地域で輝くシニアになろう！
第15回 地域活動見本市

１/２２他

セミナー

日 程

会 場

内 容

参加費

締 切

問合せ

情報No. 107067

入門編「多文化共生」ってどういうことだろう？ 1月22

日（土） / 実践編「やさしい日本語」を学んでみよう

2月5日（土） 共通 14：00～16:00

オンライン開催

講演・活動紹介

無料

入門編1月19日、実践編2月2日

（公財）かながわ国際交流財団

☎045-620-5045（野呂田・清水）

✉tabunkares@kifjp.org

多文化共生セミナー
外国人とともに暮らすためには？

１/３０

イベント

日 時

会 場

参加費

問合せ

情報No. 107064

1月30日（日）10:30～14:30

藤沢市役所分庁舎

無料

「湘南ふじさわ子育て応援メッセ」実行委員会事務局

（ふじさわボランティアセンター） ☎0466-26-9863

🏠https://2021syounann-kosodate.jimdofree.com/

第4回 湘南ふじさわ子育て応援メッセ

１/１５

イベント

日 時

会 場

対 象

内 容

参加費

問合せ

情報No. 107075

1月15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 （要事前申込）

（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～

１/３１

イベント

日 時

会 場

参加費

内 容

主 催

問合せ

情報No. 107116

1月31日（月）10:30～12:00

ネコサポ FujisawaSST（藤沢市辻堂元町6-10-10）

500円

発声練習・童謡や歌謡曲をみんなで歌う

おととき♪ https://www.facebook.com/ototoki.010/

ネコサポ

🏠https://nekosapo-event.kuronekoyamato.co.jp/

みんなで歌おう



情報No. 助成金名 分野 主催 締切

73610

令和３年度補正予算社会福祉振興助成事業
（ＷＡＭ助成）「コロナ禍における生活困窮
者及びひきこもり支援に係る民間団体活動助
成事業」

保健 （独法）福祉医療機構 1/24

73582 2022年度助成事業 子ども
（N)神奈川子ども未来ファ
ンド

1/25

73613
タケダ・女性のライフサポート助成プログラ
ム

人権・男女・
子ども

日本ＮＰＯセンター 1/26

73614
令和４年度社会福祉振興助成事業（ＷＡＭ助
成）

保健・災害・
子ども

（独法）福祉医療機構 1/31

73607 生活クラブ ソーシャルインクルーシブ助成
保健・まち・

子ども

（公財）かながわ生き活き
市民基金

1/31

73604 子どもシェルター新設事業 子ども
（公財）パブリックリソー
ス財団

1/31

73600
2022年度「ネオニコチノイド系農薬に関する
企画」公募

環境
（一財）アクト・ビヨン
ド・トラスト

1/31

73597 2022年度助成プログラム
保健・まち・
学文・環境・

子ども

（公財）アイネット地域振
興財団

2/10

73611
令和3年度下期一般助成障害児・者（含む難
病）に対する自立支援活動への助成

保健 （公財）洲崎福祉財団 2/28

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、 （一財）＝一般財団法人、（独法）＝独立行政法人

※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、 人権＝人権の擁護・平和の推進、 子ども＝子どもの健全育成、 男女＝男女共同参画社会の形成の促進

３/１０

上映会

日 時

会 場

内 容

チケット

問合せ

情報No. 106973

3月10日（木） ①11:00開映 ②14：30開映 ③18：

30開映 各30分前に開場

戸塚区民文化センター さくらプラザホール

映画の始まりを駆け抜けたスーパースター「活動弁士

（カツベン）」 監督：周防正行 出演：成田凌、黒島結

菜、永瀬正敏、高良健吾、他

前売り券：1,000円、当日券：1,200円（全席自由）

（社福）横浜いのちの電話事務局 ☎045-333-6163

🏠http://www.yind.jp/

カツベン！

２/２０

講座

日 時

会 場

内 容

講 師

参加費

問合せ

善行雑学大学

第273回講座のご案内

情報No. 107074

2月20日（日）14:00～16:00

善行公民館 3階 多目的ホール

「Ｗｉｔｈコロナ・After コロナの地域医療提供体制について」

鈴木紳一郎氏（藤沢市医師会会長・（一財）同友会藤

沢湘南台病院理事長・総院長）

500円（会員無料）

善行雑学大学 ☎080-3279-4843（武田勝年）

✉takeda4394@yahoo.co.jp

🏠https://zengyo-zatsugaku.jimdofree.com

２/１２

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

第39回

藤沢市遺跡調査発表会

情報No. 107085

2月12日（土）13:00～16:30 開場12：30

藤沢市民会館 第一展示集会ホール

立石遺跡第4次調査、下土棚諏訪ノ棚遺跡第5次調査、

川名仲丸遺跡、大庭城跡遺跡第25次調査

無料（申込不要）

湘南考古学同好会

🏠http://shounankouko.jimdofree.com

１/２１～

展示会

期 間

会 場

内 容

問合せ

猫と猫の時計展

情報No. 107094

1月21日（金）11：00～2月2日（水）17：00 木曜定休

山猫屋（藤沢市鵠沼海岸3-5-2-B）

ゆったりまったり 時には気まぐれ そして自由 そんな猫

時間を楽しむ作品展

山猫屋 ☎0466-51-3405

✉yamaneko-ya@jcom.home.ne.jp

🏠http://yamanekosy.exblog.jp/


