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２/２６他

イベント

相談会

交流会

会 場

参加費

問合せ

情報No. 107156

毎月第4土曜日 13:00～15:00（自由相談）

2月26日（土）15:10～17:00 講演「高額化、複雑化

するマンション保険にどう対応するか」、3月26日（土）

15:10～17:00 講演「マンション管理組合の会計」

藤沢市市民活動推進センター A会議室

500円（交流会）、会員無料

（N)湘南マンション管理組合ネットワーク

☎0466-50-4661 FAX0466-97-2461

✉shokan-net@beetle.ocn.ne.jp

🏠http://syokan-net.jimdo.com/

マンション管理組合研修交流会
・無料相談会のご案内

・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

２/２６

イベント

日 時

会 場

参加費

問合せ

情報No. 107193

2月26日（土）養成講座10:00～12:00、交流会13:00

～15:00

藤沢市役所分庁舎2階 地域福祉プラザ 地域福祉

活動センター活動室1・2（オンライン可）

無料

（社福）藤沢市社会福祉協議会 地域福祉課

☎0466-50-3670

✉volunt.c@cityfujisawa.ne.jp

ボランティア養成講座・交流会

２/１５他

イベント

日 時

会 場

対 象

内 容

参加費

問合せ

情報No. 107267

2月15日（火）・3月4日（金）13:30～16:00

平塚市中央図書館（平塚市浅間町12-41）

不登校やひきこもり状態にある方々

本の修繕や書棚の整理等の作業体験を通して自信

を培い、自立を促す。

無料

（N)ぜんしん （柳川） ☎0463-23-1177

✉ryoz@lifestyle-cps.sakura.ne.jp

図書館ボランティア体験を通した
不登校・ひきこもり改善支援

２/２０

講座

日 時

会 場

内 容

講 師

参加費

問合せ

藤沢市ラジオ体操指導者講習会

情報No. 107145

2月20日（日）9:30～12:00

秩父宮記念体育館 3階 メインアリーナ

誰でも気軽に取り組める“ラジオ体操”の動きを正しく学

んで、まわりの方に広めませんか？

岡本美佳氏（NHKテレビ・ラジオ体操指導者/全国ラジ

オ体操連盟指導委員）、吉江晴菜氏（NHKテレビ・ラジ

オ体操アシスタント）

無料（指導員資格取得の場合、後日2,000円）

藤沢市健康づくり課 ☎0466-50-8430

FAX0466-50-0668

３/１２

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. 107155

3月12日（土）10:30～15:30

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。

200円

KEEP LEFT PROJECT 南八重

✉plate@aloha-chigasaki.jp

３/１２

イベント

日 時

会 場

内 容

対 象

参加費

申 込

問合せ

第7回 外国人の日本語スピーチ大会

いろんな国の人の話を聞こうよ

情報No. 107266

3月12日（土）13:30～15:00

湘南台文化センター 市民シアター

藤沢に暮らす外国人の皆さんのお話を聞きに来ませんか。

藤沢市内在住・在勤・在学の方

無料

2月17日（木）～3月9日（水）

湘南台公民館 ☎0466-45-3070

FAX0466-45-1604



情報No. 助成金名 分野 主催 締切

73629 第1回「ソーシャル・グッド基金」助成 子ども 日本フィランソロピック財団 2/18

73628 大塚商会ハートフル基金 公募助成 まち 大塚商会 2/20

73630 柴田義男 千恵子基金（第1回） 子ども （公財）公益推進協会 2/20

73638 令和4年度 地域福祉活動支援事業 まち 神奈川県社会福祉協議会 2/21

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

73636
2022年度 「国際音楽の日」記念事業に関する助
成

学文 音楽文化創造 2/28

73635
2021年度公益財団法人ノエビアグリーン財団助
成事業

学文・
子ども

ノエビアグリーン財団 2/28

73626
ナイキ・コミュニティ・インパクト・ファンド（NCIF）助成
プログラム

まち・学文 日本ＮＰＯセンター 2/28

73624 お金をまわそう基金 助成先団体募集
学文・子ど
も・経済

（公財）お金をまわそう基金 2/28

73631 横寺敏夫 患者と家族の支援基金 保健 （公財）公益推進協会 3/7

73616 連合・愛のカンパ 中央助成
保健・まち・
環境・災害・
人権・子ども

日本労働組合総連合会 3/31

73617 連合・愛のカンパ 地域助成
保健・まち・
環境・災害・
人権・子ども

日本労働組合総連合会 3/31

73632 地域活動団体への助成「生活学校助成」 まち・子ども
（公財）あしたの日本を創る協
会

4/30

73627 2022年度 ヨネックススポーツ振興財団助成 学文 ヨネックススポーツ振興財団 6/20

NPO支援情報
※下記以外にも情報があります。詳細は、右の二次元コードから

「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、（社福）＝社会福祉法人

※保健＝保健・医療・福祉の増進、 まち＝まちづくりの推進、 環境＝環境の保全、 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、 経済＝経済活動の活性化

３/２０

講座

日 時

会 場

内 容

講 師

参加費

問合せ

情報No. 107258

3月20日（日）14:00～16:00

善行公民館 3階 多目的ホール

日本の世界遺産の現状-日本の世界遺産の歴史と各

遺産の問題点

大西順三氏（湘南ふじさわ学びネット講師、日本地名

研究所会員）

500円（会員除く）

善行雑学大学 ☎080-3279-4843（武田勝年）

✉takeda4394@yahoo.co.jp

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

善行雑学大学
第274回講座のご案内

３/５

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

締 切

主 催

問合せ

情報No. 107231

3月5日（土）14：00～17：00

オンライン開催

セルフチェックにより課題解決への道筋を見つけだし、

組織の変化（改善）につなげる工夫の取組を、ボランタ

リー団体10団体が報告

無料

2月28日（月）

神奈川県（かながわ県民活動サポートセンター）

（認N）藤沢市民活動推進機構

☎0466-53-7366 ✉f-npoc@shonanfujisawa.com

2021年度ボランタリー団体成長支援事業

成果報告フォーラム


