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藤沢市内でボランティア募集などを行っているサイトを紹介しています。
どんな活動が
あるのか、
どんなボランティアがあるのかなど、情報収集をするのにオススメです。

ふじさわファンクラブ
ふじさわシティプロモーション委員会が
藤沢の魅力を知り、伝え、磨くことを目的に
設置しており、
どなたでも参加できます。
会員の皆様が、藤沢をもっと大好きにな
れるよう、藤沢についての知識や魅力を
お伝えする活動や、会員自らが藤沢の魅
力を伝える活動のお手伝いをしています。

藤
沢
市
の
取
り
組
み

登録はこちら→

はじめに

「VOLUNTEERS」を手に取ってくれたあなたへ

私は、以前から「ボランティア」というものに興味がありました。大学でボランティ

アについての講義を受け、座学だけでは物足りなく、その時の講師に相談をして、
実際にボランティア活動に参加することにしました。飛び込んだ世界で様々な人に
出会い、そこで私は気づいたのです。彼らは同じ目的のために活動しているわけで
はないということに。

周りの友人に「なぜボランティアをするの？アルバイトの方がお金を稼げるしお

得では？」と言われ、私はなぜボランティアに興味を持ったのか、何のためにボラ
ンティアをするのか、疑問を抱きました。しかし、「社会や人の役に立ちたい」「学

校の課題だから」「慈善活動として」「楽しいから」・・・ボランティアに対する様々

チームFUJISAWA2020

な価値観を目の当たりにし、答えは一つではない、自分の考え方が人と違っていて
も自信を持てるようになりました。
ボランティア活動がもっと身近になるように、
様々な分野の活動情報を掲載し、気軽にボランテ
ィアに応募ができる、ウェブサイトを活用した取
組です。
（運営：藤沢市）
登録をすることで、ボランティア募集を希望さ

私にとっての “きっかけ” は講師との出会いでした。この「VOLUNTEERS」が、

ボランティアに興味がある人、一歩を踏み出せずにいる人、そして、この冊子を手
に取ってくれたあなたの “きっかけ” になったら嬉しいです。

れる方は、募集中の活動に応募できます。また、
ボランティア募集を希望される団体は、募集情報
の掲載、団体PR、応募受付、応募者との連絡がで
←登録はこちら

きます。

青少年ボランティアステーション
(公財)藤沢市みらい創造財団では、青少年を対象に、ボランティア活動の情報や活動の場の提供、
また
活動に必要な研修、ボランティア間での情報交換を目的とした「青少年ボランティアステーション」を開設。
子どもと関わるボランティアがしたい、同年代の仲間と活動がしたいという青少年を募集しています。
対象は15歳（高校生以上）〜概ね30歳。詳細は青少年事業課まで。

←詳しくはこちら
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生涯学習活動の拠点として、生涯学習活動の「学ぶ・つながる・育む」
をサポートします。

藤沢市生涯学習活動推進室（フラッポ）

TEL 0466-25-8890

藤沢市本町1-12-17 Fプレイス2階

藤沢市内で何か活動をしようと思った時、市民活動やボランティア、

地域活動、ソーシャルビジネスなど、様々な分野であなたの想いを応援
してくれる施設があります。

地域に密着した公民館事業やサークル活動の支援、学習情報の提供等を行っています。

藤沢公民館

TEL 0466-22-0019

遠藤公民館

TEL 0466-86-9611

鵠沼公民館

TEL 0466-33-2002

長後公民館

TEL 0466-46-7373

村岡公民館

TEL 0466-23-0634

辻堂公民館

TEL 0466-34-9151

六会公民館

TEL 0466-90-0203

善行公民館

TEL 0466-90-0097

片瀬公民館

TEL 0466-29-7171

湘南大庭公民館

TEL 0466-87-1112

明治公民館

TEL 0466-34-5660

湘南台公民館

TEL 0466-45-3070

御所見公民館

TEL 0466-49-1221

NPO・市民活動団体の自立化を支援する施設です。詳細はP.5-6へ。

藤沢市市民活動推進センター

TEL 0466-54-4510

藤沢市藤沢1031 GRAFARE FUJISAWA 2F

藤沢市市民活動推進センターの分館です。詳細はP.7へ。

藤沢市市民活動プラザむつあい

TEL 0466-50-3516（市民自治推進課）

藤沢市役所での関係課 ： 生涯学習総務課

※青少年が主体で活動していることが必要になります。

藤沢青少年会館

TEL 0466-25-5215

/

藤沢市朝日町10-8

辻堂青少年会館

TEL 0466-36-3002

/

藤沢市辻堂2-8-31

藤沢市亀井野4-8-1 六会市民センター2階

市民が自由に集い、語らい、学び、触れ合う場として利用することができるコミュニティ施設。

地域市民の家（41箇所）

青少年活動・青少年育成活動のための施設です。サークル活動、会合などで利用できます。

TEL 0466-81-0222

藤
沢
市
内
の
活
動
支
援
施
設

藤沢市役所での関係課 ： 市民自治推進課

セミナーや働き方相談室などで働く方をサポート。ホールや会議室の利用もできます。

藤沢市労働会館

TEL 0466-26-7811

藤沢市本町1-12-17 Fプレイス内

経営のお悩みやご相談事に対応する経営相談や交流会、補助金などの各種セミナー等を開催。

藤沢市役所での関係課 ： 青少年課

ボランティア活動に関する相談や情報提供、活動先の紹介等をおこなっています。

（社福）藤沢市社会福祉協議会「ふじさわボランティアセンター」
TEL 0466-26-9863

4

/

藤沢市朝日町1-1

藤沢市役所分庁舎2階
藤沢市役所での関係課 ： 福祉総務課

藤沢商工会議所

TEL 0466-27-8888

藤沢市藤沢607-1 藤沢商工会館2F

交流、研修、情報の機能をもつ、産業振興の拠点。勤労者の福祉の向上を目指しています。

（公財）湘南産業振興財団

TEL 0466-21-3811

藤沢市藤沢607-1 藤沢商工会館2F
藤沢市役所での関係課 ： 産業労働課
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会議室

-meeting room-

2つの会議室があり、原則予約制です。

藤沢市市民活動推進センター

（2ヶ月前からご予約いただけます。）

利用 GUIDE

会議室A（定員30名）利用料金 150円/時間
会議室B（定員20名）利用料金 140円/時間

市民活動の自立化を支援することを目的とした市民
活動の推進拠点となる施設です。
「市民活動団体の打

情報エリア

ち合わせや作業のできる場所が欲しい」
との要望を受

こう‼
、
そうだ ンターに行
セ
推進

け、藤沢市が2001年に開設しました。

-information-

施設内では様々なスペースが利用できる他、団体の

情報ラックには活動団

運営方法や助成金、団体のデジタル化、ボランティアな

体 のチラシや 藤 沢 市

どの相談も受け付けています。

周辺の情報誌が並ん

推進センター・プラザむつあいのパートナーとして、

でおり、自由に持ち帰

サポーターに登録し、活動することもできます。

りOK（一部閲覧のみ）。
その他、助成金情報の掲示や市

制作メンバー なっちゃん

民活動に関する図書の貸出もし
ています。
団体貸出用に大小のロッカー
を計96個設置しています（月

※推進センター及びプラザむつあいのスペースや機材

を利用するには、原則として団体の登録が必要です。

ロッカー・レターケース

毎に利用料金がかかります）。

-lockers & lettercases-

交流スペース

レターケースは、団体宛に届く郵便物を推進センターで受け取ることができま
す（150個、無料、普通郵便のみ）
。ロッカー、
レターケースともに申込必須です。

作業スペース

-free space-

予約なしで自由に使えるフリースペースです。
ミーティングや事務作業など、団体の活動や

-work space-

交流の場としてご利用ください。パソコンおよ
びWi-Fiも無料でご利用いただけます。

印刷機3台、
カラーコピー機、
カラー印刷機があ
ります。その他、無料でご利用いただける紙折機、
裁断機、
シュレッダーなどもあります。印刷用の
用紙も販売しています。

ーIT講座ー

ーマネジメント講座ー

青少年を対象としたインターンシッププログラム。

市民活動団体のPCスキル向上のサポートを目的に

「市民活動団体の自立化支援」を目的としたス

市民活動団体の組織基盤の強化を目的に実施。

たツールについての講座や、
ウェブサイトを作るた

告書の作成、団体のPRなど、団体を運営する

また、諸大学と連携した短期プログラムも実施。

実施。
ワード、エクセル、パワーポイントをはじめとし
めの講座など。

<TEL> 0466-54-4510

<FAX> 0466-54-4516

<E-mail> f-npoc@shonanfujisawa.com 【アクセス】JR/小田急藤沢駅から徒歩８分 【開館日時】9:00~22:00 【休館日】火曜日

ー人材育成事業ー
青少年に市民活動に関わる機会を提供し、同時に、
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【問い合わせ】〒251-0052 藤沢市藤沢1031 GRAFARE FUJISAWA 2F

ー情報発信ー

事業紹介

ホームページや情報誌、メールマガジンをは

キル、
ノウハウを提供する講座。会計や活動報

じめ、施設内の掲示、イベントへの出店など様

上で必要となる知識に関する講座など。

る情報を広く発信。

々なメディアを通し、市民活動に関するあらゆ
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団体一覧の見方

団体名
理念

藤沢市内で活動する、ボランティア受入
の意志があるNPO団体（市民活動団体）を
紹介します。気になるNPO団体や活動があ

活動内容

る方は、各団体へお問い合わせください。
「理念」…団体の活動理念や活動目的

問い合わせ先

「活動内容」…団体の活動について
「問い合わせ先」…団体の連絡先

N
P
O
団
体
一
覧

活動分野
福祉：高齢者・障がい者・健康のサポート等

子ども：保育、学習サポート等

文化：地域文化の保全・スポーツイベント等

まちづくり：地域清掃・イベント等

環境：里山保全、美化活動等

国際：国際協力・外国籍の方への支援等

※団体が持つ法人格は略称で表記しています。（N)…NPO 法人 ( 認 N)…認定 NPO 法人
※表記がない場合は、法人格のない団体（任意団体・ボランティア団体）を指します。

藤沢市せっけん推進協議会
理念

活動内容
せっけん使用の普及活動を行っています。藤沢市の環
境事業への参加や、せっけん展、せっけん講座、せっけ
んまつりなどを開催し、せっけんの使用を促す活動を
行っています。せっけん作りなどのワークショップも行
っていますので、せっけんや環境問題に関心のある方
は気軽にご参加ください。

〒251-0052 藤沢市藤沢1031GRAFARE FUJISAWA 2F
藤沢市市民活動推進センター気付 3-28
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利用 GUIDE
ここも推進センターと同じく、
施設に登録している団体は
自由に利用できるんだね！
どんなことができるんだろう？

-work space-

印刷機2台、
カラーコピー機、紙折機、裁断機、
丁合機、小型2穴パンチなどがご利用いただ
けます。印刷用の用紙も販売しています。

sekkensuisin@gmail.com

交流スペース

情報エリア

-free space-

地域住民の方々の健康・保健・福祉の増進を目的と
し、栄養指導、栄養相談、講演会や各種教室、講師
派遣などの事業を行っています。

-information-

予約なしでご利用できます。打ち合

市民活動に関するお知らせ

わせなど、交流の場としてご自由に

等を最長3ヶ月間お預かりし、

お使いください。

掲示・配架しています。

ロッカー・レターケースもご利用いただけます。期間、費用についてはお問い合わせください。

活動内容

TEL 0466-35-3330 / FAX 0466-35-3505
E-mail shonan-eishi@jcom.home.ne.jp

機材の利用、活動の相談
等をすることができるよ！

作業スペース

(N)湘南栄養指導センター

栄養士の指導による
「子ども料理教室」
「シニアの楽し
い昼食づくり」
「プチ離乳食教室」などを開催していま
す。
また、料理教室に限らず「食と健康」をテーマにし
た離乳食サロンや軽運動教室、講演会、講師派遣、地
域イベントへの出展なども行っています。栄養士の資
格にかかわらず、活動をサポートして下さる方を募集
しています。
【場所】湘南栄養指導センター
（藤沢市鵠沼海岸1-15-29）

活動場所としての利用、

むっこん

理念

「水を守ることはいのちを守ること」合成洗剤ではなく、
せっけんを使うことは環境を守ることにつながり、私た
ちの健康、いのちを守ることにもつながります。

E-mail

藤沢市市民活動プラザむつあい

【問い合わせ】〒252-0813 藤沢市亀井野4-8-1 六会市民センター2階 <TEL・FAX> 0466-81-0222
【アクセス】小田急江ノ島線 六会日大前駅から徒歩８分【開館日時】9:00~19:00 【休館日】
月曜日

しじゅく

<E-mail> f-npoplaza@shonanfujisawa.com

事業紹介

ー志塾ー

ープラザ de 学ぶー

ープラザ de カフェー

全世代向けの人材育成に重点を置い

市民活動に役立つ様々な知識を

市民活動を行う又は行いたいと

い倒し方 」
と題し、団体の活動紹介や目

使い方や、オンライン会議ツー

た連続講座。2020年度は「プラザの使
標の具体化を図った講座を実施。

学べる講座。団体としてのSNSの
ルの使い方などの講座を実施。

思っている市民に向けた交流の

場。講師を招いた「絵手紙を書こ

う」会などを実施。
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新林公園みどりの会

鵠沼室内楽愛好会

理念

理念

新林公園みどりの会は、自然豊かな「新林公園」
で美
化保全活動を行っているボランティア団体です。
この
公園は、行政、民間事業者、ボランティアが協同して
維持管理を行っています。

活動内容
来園者の皆様に新林公園で気持良く過ごして頂ける
よう、そして自然をより豊かにし次の世代に引継いで
行けるよう、ボランティアで活動しています。活動を通
じて社会に貢献ができ、健康作りに役立ち、地域の皆
さんとの出会いもあります。皆さんのご参加をお待ち
しています。入会申込書は新林公園の古民家玄関前
に置いてあります。
【年会費】1,000円【活動日時】水曜
・土曜の9時〜11時【集合場所】新林公園の古民家裏
TEL 0466-77-4915
E-mail donkytgr2006@yahoo.co.jp

質の高い室内楽コンサートの開催を通じて、地域
文化の向上に寄与することを目的に、サロンコンサ
ートを1990年から30年以上開催しています。

活動内容

活動内容

活動内容

鵠沼サロンコンサートを年8回開催しています。
定員60名で、少人数制で最高の音楽をお届けして
います。会場は、
ヨーロッパの香り漂う湘南鵠沼の隠
れ家「レスプリ・フランセ」
です。鵠沼室内楽愛好会で
は、サロンコンサートのサポートをしてくださる方を
募集しています。
また、会員も随時募集しています。
【活動場所】レスプリ・フランセ（藤沢市鵠沼海岸
7-7-11）
・藤沢市市民活動推進センター
TEL 0466-36-6970
E-mail heymann@s9.dion.ne.jp

海外経験をベースにSDGsへの取組み、子育てや子
どもの未来について活動している。
子どもと一緒に広い世界へ一歩踏みだしてもらえる
よう、
イベント等を企画運営する。

外国人市民に日本語を教えることを通じて、国際交
流に貢献することを目的に、2021年5月から活動して
います。

活動内容

活動内容

hinatabocco.k@gmail.com

海の近くに面し、辻堂海浜公園や海辺に車いすやバ
ギーのまま散歩に出られます。広い室内では大型の
遊具を広げてダイナミックな集団遊びができます。子
どもたちがやってみたい！と目を輝かせる瞬間を大切
にしています。一緒に楽しい時間を過ごしましょう！
【住所】藤沢市辻堂西海岸12-10-3【活動日】
月〜土
（祝日含む）

TEL 0466-86-7120 / FAX 0466-86-7121
E-mail info@laulea-linoa.com

日本語教室「かわせみ」
理念

E-mail

理念

肢体不自由、
または医療的ケアが必要な児童と大
人の方々が過ごしています。一人ひとりのありのまま
を受け入れ、安心してチャレンジできる居場所です。
できた！という気持ちを大切にしています。

理念

5. ママ英会話（藤沢市）運営スタッフや各イベント
でのボランティアを随時募集しております。
【HP】 https://hinatabocco.org
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理念

肢体不自由、
または医療的ケアが必要な児童が放課
後や長期休みを過ごしています。一人ひとりのありの
ままを受け入れ、安心してチャレンジできる居場所で
す。

（N) hinatabocco

1. ピクニックイベント
（藤沢市長久保公園）
2. 地域交流
大船ハロウィンウォーク主催（大船仲通商店街）
藤沢ハロウィンウォーク共催（藤沢駅前北口商店街）
3. 国際交流（地域の外国人ママによる文化体験）
4. hinatabocco methodフォニックス英語クラス

遊びリパークリノア・PLAY
WORKS リノア

遊びリパークリノア辻堂

ボランティア団体として来日外国人にマンツーマンで
日本語指導を行っています。日本語を教えたり、海外
の文化に触れることが好きな方など、熱意のある方の
ボランティアをお待ちしています！
【活動場所】藤沢市市民活動推進センター・藤沢市市
民活動プラザむつあい

TEL 0466-43-0226
E-mail harunay@tbz.t-com.ne.jp

緑に囲まれた地域で、目の前には田んぼと広い空が
広がります。大型の遊具を使った遊びや運動、お出
かけ、バーベキュー、絵の具などを使った製作など、
子どもも大人も楽しそうと思うことにどんどんチャレ
ンジしています。一緒に活動に参加したり、得意なこ
とを生かしたプログラムの提案も大歓迎です。一緒
に楽しい時間を過ごしましょう！
【住所】藤沢市大庭601【活動日】
月〜金（祝日含む）
TEL 0466-53-9607 / FAX 0466-53-9608
E-mail linoa.ooba@laulea-linoa.com

おととき♪
理念

「おと」による安らぎのひと
「とき」を届ける、をモット
ーに活動しています。地域と音大生（卒業生も含む）
をつなぐことを通じて、地域で音大生や若手演奏家
が活躍する社会を目指しています。

活動内容

（N)ぜんしん
理念

不登校やひきこもりに陥っている親子へ相談やゲー
ム等をして自由に過ごせる居場所を提供する。元当
事者サポーターを中心に寄り添い型で各家庭ごとの
カスタマイズ支援を心掛け、各種プログラムを提供
し、
自立を支援。

活動内容

音大生、若手演奏家の活躍の場を作る活動を行って
います。具体的には、自主公演の企画運営、学童や保
育園などでの訪問演奏、地域イベントへの参加など。
イベントの実施に合わせ、集まれるメンバーが協力し
て行っています。藤沢を中心に各地で活動中です。お
ととき♪では、
イベントのサポートをしてくれる方を募
集しています。楽しい空間、場づくりに興味のある方、
気軽にご連絡ください。

①居場所の提供(毎月第4土曜日)不登校･ひきこもり
当事者親子へ相談・意見交換会等の開催
②就労支援相談会＆ミニ講座(毎月第2金曜日)：当事
者親子への相談、
コミュニケーション講座等の開催
③外出支援ゲーム大会の開催(不定期)：カード
ゲーム等での交流を通し、当事者親子を支援

E-mail

TEL 0463-23-1177
E-mail ryoz@lifestyle-cps.sakura.ne.jp

ototoki.010@gmail.com

④個別相談/訪問支援(随時受付)：当事者視点を
活かした相談対応 ほか
活動場所：ひらつか市民活動センター
参加費用：①②500円、③無料、④はお問合せ下さい
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湘南ふじさわ
ウオーキング協会

（N)アズヴェール藤沢
スポーツクラブ
理念

理念

ウォーキングを通じて自然に親しみながら健康増進

藤沢を中心とする地域密着型スポーツクラブとして、
生涯スポーツとしてのフットサルや他スポーツの普
及を図り、子どもの健全育成、青年からシニア層の健
康の維持増進に貢献すること。

青少年や若者を中心とした学校・会社・家庭以外で

気軽に参加できる居場所スペースを運営し安心でき
るリアルな場を創ること自分らしく生きられる場を創
ること

活動内容

活動内容

活動内容

1997年に設立したウオーキング協会で、年に40回以
上、例会を開催しています。ふじさわ市民ウォークや、

社会人フットサルリーグに所属するTOPチームを中心
に、幼児〜青年の老若男女が所属するフットサルクラ

①サードスペース事業『フリースペース、
ボードゲーム初心者会、
オカルトクラブ』

藤沢七福神めぐり、
ぐる〜と湘南のみち等、観光名所
を巡ったり、季節を感じられる企画等が多数あります。
歩くのが好きな方、仲間づくりをしたい方、初心者の
方も大歓迎です。一緒にウォーキングを楽しみましょう
【活動場所】藤沢市内を中心に県内
【入会金・年会費】
あり

TEL 0466-28-2052（10時〜16時）
FAX 0466-86-5111
E-mail shonan.fujisawa.aruku@gmail.com

ブを運営。藤沢市近隣の小中学校の子どもや保護者
向けのフットサルクリニック。清掃活動、地域の子ども
向けの夏まつり、明治見守りセーフティネット、地元商
店街イベントへの参加等、多岐にわたった事業を行っ

ています。ぜひ一緒に活動しませんか？
【活動場所】
ミ
ズノフットサルプラザ藤沢（藤沢市村岡東1-5-8）

TEL 0466-47-7726 / FAX 0466-47-7726
E-mail info@azvert-fujisawa.com

「自主的な判断力と国際的な心を持ち、規則やお互
いの人格を尊重するとともに、生命に対する慈しみを
持った子どもを育てること」
を使命（Mission）
として、
バリュー教育をメインとしたハーモニーメソッドを用
い、持続可能な社会へ、
また国際人として将来社会
を担う子どもたちへ、
ヒューマンバリュー、多文化な
教育と英語イマージョンの環境を与えています。

活動内容

②講座事業『ワークショップ、講演会等』
毎月第3木曜日18時〜21時のうち2時間程度
第1日曜日13時30分〜16時
不定期週の日曜日10時〜12時、14時〜16時
場所：横浜市青少年育成センター

平日には国際幼稚園、英語クラス、英語学童を開き、
長期休暇にはホリデースクールを開催しています。バ
リュー教育をベースとし、英語を学ぶだけでなく、英語
を使って活動することを目指しています。英語を使い
たいという目的のボランティアの方が多いですが、英
語ができなくても、関わっていただけることがたくさん
あります。
【活動場所】鵠沼海岸駅から徒歩10分のハ
ーモニーハウス。

TEL 070-1343-3976
E-mail souzousurukuukan@gmail.com

TEL 0466-47-9986 / FAX 0466-47-2769
E-mail info@harmonyjp.com

(関内ホール地下2階)、なか区民活動センター
参加費：①100円、②500円以上

(認N)
おもしろ科学たんけん工房

（N)ゆい

（N) 湘南遺産プロジェクト

湘南ブルー藍プロジェクト

理念

理念

理念

理念

湘南の浜辺の景観を愛し、過酷な環境で生きている
海浜植物を慈しみ、触れ合いながら生物多様性の
保護と持続可能な生態系保護を目的に活動していま
す。

遊びながら学ぶ中で、子どもたちが積極的に探求し
自分で考える習慣を身につけて欲しい。
また、理科の
楽しさと手作りで何かを完成させる喜びを、子どもた
ちに身体で感じてもらうことを目指しています。

藤沢市で生産される藍の生葉染めを通じ、南北に長
い藤沢市の魅力を発信するプロジェクトとして発足し
ました。豊かな農地と観光地を合わせ持つ藤沢市
を、藍の生葉染めの魅力を通じて紹介していきます。

湘南の歴史や文化を物語る
「モノ」や「コト」を、湘南
地域の住民が主になって、みんなで探し、見つけて、

活動内容

活動内容

活動内容

活動内容

湘南海岸の海浜植物の保全することの有意性の認識
に基づき、他の地域の海浜植物を含めた調査・試験
をおこないつつ、現場主義・実践を通して就学前の年
齢から院生・成人への啓発活動に応じています。
また
行政・企業の要望にも対応しています。お気軽にお問
い合わせください。

TEL 090-3914-0062
E-mail npoyuhi@gmail.com
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理念

理念
を図ることを目的としています。行政や地域社会と協
働し、
ウォーキングの普及活動を行っています。

（N)ハーモニー
インターナショナル

生き×居きコミュニティ

小学校4年生〜中学校2年生を対象に、
ものづくり、お
もしろ科学実験、
自然観察などを体験できる塾を開催
しています。地域出前塾やスタッフの養成講座もあり
ます。子どもたちに自分でやる力をつけるために、子ど
もたち4人に1人のアシスタントがつき、手助けをする
指導体制です。
まずは見学をお勧めします。
【HP】https://www.tankenkobo.com
【活動場所】鵠沼中学校、湘南台高校、湘南工科大学
TEL 0466-34-5529
E-mail kashima251@yahoo.co.jp

藤沢北部では、有志市民が化学肥料などは使わずに
元気な藍を育てています。藍とは、藍染の原料となる
植物。春に種をまき、５月頃から繁茂し、秋にはピンク
の花をつけ、やがて次世代の種を宿します。生育した
藍の生葉を利用して
「藍の生葉染め」
と言われる技法
により、絹スカーフを主体とした製品を作っています。
一般に藍染めと云われている藍色よりはずっと淡い、
湘南の海の青色に染まります。Instagramアカウント
https://www.instagram.com/shonanblue̲i
TEL 090-8686-4329
E-mail shonanblue.i@gmail.com

選び、守り、育てて、未来に伝えていく市民活動です。

「湘南遺産」候補を募集して市民投票を実施、
これま

でに28件の「湘南遺産」
を選定・発表してます。
そして湘南の未来につなげるために「湘南遺産ウォッ
チング」
を続け、
また、湘南について皆なで学ぶ「湘南
遺産ゼミナール」など活動しています。

TEL 090-8894-3354
E-mail info@shonanisan.net
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おわりに
最後までお読みいただき、ありがとうございます。この冊子では、活動をサポート

してくれる施設や取り組み、ボランティア受入の意思があるNPO団体を紹介してきま
した。あなたのこれからの行動に、この冊子が役立てば幸いです。

楽しく、自分らしく、藤沢からボランティアの輪が広がりますように。

冊子設置箇所
配布協力・設置店等 いつもありがとうございます（敬称略）
(N)ハーモニーインターナショナル/(N)さんわーくかぐや/(N)シニアライフセラピー研究所/
(N)湘南障害児者を守る会まつぼっくり/(N)市民後見さざなみネット/(N)森の仔じゆう
がっこう/(認N)WE21ジャパン藤沢/(N)ぷれいす/(N)アクションポート横浜

【片瀬•鵠沼エリア】

（N)あいおぷらす

紙芝居Project
理念

理念

日本文化の伝承と子ども達の心を育む為、紙芝居
を保全・普及し、紙芝居師の活動を支援していく事。

がん検診受診率向上に関する事業、がんに係わる
正しい情報の発信に関する事業、がん患者やその家
族等に対する心のケアや支援に関する事業などを行
い、地域住民の保健、医療又は福祉の増進に寄与す
ることを目的としています。

活動内容
紙芝居Projectでは、紙芝居公演（口演）の企画・開催
や紙芝居セミナー等を通して、紙芝居の魅力を世界に
発信しています。口演イベントは月に数回開催してい
て、施設口演は平日、野外イベントは土・日に開催して
います。
その他、紙芝居動画の撮影や団体広報誌の
発行、児童福祉施設慰問など様々な活動を行ってい
ます。紙芝居が好きな方、イベント運営に関わってみ
たい方、動画制作に関わってみたい方はぜひ一度参
加してみてください。

TEL 090-2258-7082 / FAX
E-mail info@kamipro.info

0466-21-9666

活動内容
イベントやオンラインセミナー、SNS、YouTube、印刷
物などを通じて、乳がんをはじめとするがんの検診の
大切さをお伝えしています。
医師、看護師、薬剤師といった医療従事者の他、がん
サバイバー、
ミュージシャン、自営業者など様々なメン
バーがアイデアを出し合って活動中。活動日は不定
期。現在はオンラインでの活動が主。チームワークを
大切にしながらご参加くださる方、お待ちしています！

TEL 090-4376-9652
E-mail info@pinkribbon-fujisawa.com

江の島ボウル/地球雑貨 LINRYU WORLD UP/湘南ライセンス/なぎさの体験学習館/
クローバーデイケアセンター

相談

【藤沢•辻堂エリア】
ecomo/cafe Pensee/蔵まえギャラリー/COM'S HAIR橘店/たこ焼き 風天/シーサイド薬局/
湘南モールフィル/Free Culture/みんなの店 糸工房もくもく/レディオ湘南/Tanto Tanto/
パン・ド・ナノッシュ 弥勒寺店/ヤマザキYショップふじみや/神奈川地所株式会社/NEKTON
FUJISAWA/ウスイホーム株式会社 藤沢店/ヨロシク♪まるだい

申

自分の興味を探ってみよう

ギャラリー蝉丸/スマイル歯科医院/(社福）
葵福祉会 亀井野保育園/美容室Gonesh/
御菓子処 丸寿/レンタルbox おはこ/有隣堂 藤沢本町トレアージュ白旗店

推進センター又はプラザむつあいに

【長後･湘南台エリア】
元祖 へっころ谷/星谷歯科医院/FUSION FACTORY/cafe KO-BA/アルト

連絡をしよう
「お名前」「連絡先」「相談希望日時」を伝えてください。

小田急電鉄株式会社/江ノ島電鉄株式会社/桜ヶ丘ボウル/伊勢原ボウル/
湘南信用金庫/日本政策金融公庫 横浜支店/神奈川信用保証協会 藤沢支店

【公共施設】
図書館・市民センター・体育館・ボランティアセンター・青少年会館・老人福祉センターなど
藤沢市内各公共施設/神奈川県生涯学習情報センター/よこはま若者サポートステーション/
かながわ国際ファンクラブ
and more...
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方法

興味のある活動は
みつかった？
迷ったり、不安なことが
あったら相談しよう！

紙面の気になる活動や団体をチェック !

【善行･本町エリア】

込

藤沢市市民活動推進センター
TEL

0466 - 54 - 4510

FAX

（9:00~22:00）

0466 - 54 - 4516

f-npoc@shonanfujisawa.com

休

火曜日

藤沢市藤沢 1031 GRAFARE FUJISAWA 2F

藤沢市市民活動プラザむつあい
TEL FAX

（9:00~19:00）

0466 - 81 - 0222

f-npoplaza@shonanfujisawa.com

休

月曜日

藤沢市亀井野 4-8-1 六会市民センター 2 階
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