
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、右の二次元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

・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

４/２９他

イベント

日 程

集 合

参加費

内 容

持ち物

問合せ

情報No. 107362

江ノ島：5月1日（日）、14日（土）、15日（日）、6月11日

（土）、12日（日）

鎌倉：4月29日（金祝）、30日（土）、5月28日（土）、29

日（日）、6月25日（土）、26日（日）

江ノ島：江ノ島入口 湘南港北緑地広場 10：00

鎌倉：材木座海岸”和賀江島”前の海岸 10：00

500円

身近な海にも様々な生き物が生きてることを知りましょ

う！出会った生物の名前はその場で図鑑で調べます。

バケツや網、タオル飲み物など。濡れても良い服装で

（N)パパラギ海と自然の教室

☎0466-26-0088

🏠https://umino-npo.com/

身近な自然にふれてみよう！
海岸生物観察会

４/３

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

ひるまのうたごえ 100回記念

大うたう会

情報No. 107359

4月3日（日）13:30～15:30

藤沢市民会館 第一展示集会ホール

オープニング 藤沢合唱団、みんなでうたおう その１

春のうた…、ゲスト演奏 峰陽子さん（琴）、他

500円

藤沢合唱団 ☎070-1315-3501（新井）

４/２３他

イベント

日 時

会 場

参加費

問合せ

マンション管理のアドバイザー

個別無料相談会のご案内

情報No. 107381

4月23日、5月28日、6月25日 全て（土）13:00～

15:00

藤沢市市民活動推進センター

無料

（N)湘南マンション管理組合ネットワーク

☎0466-50-4661（藤木賢和）

☎090-1543-3919（織茂広）

✉orimo.o164@33.catv-vokohama.ne. jp

５/１５

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

湘南モーツァルト愛好会

例会のご案内

情報No. 107350

5月15日（日）14:00～

藤沢リラホール

桐山 建志ヴァイオリン・リサイタル 小池ちとせ(Pf)

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタハ長調 K296ほか

一般5,000円（当日会員券）、学生3,000円

湘南モーツァルト愛好会

☎046-872-1963

🏠http ://www.shonanfuj isawa.com/mozart/

４/１７

講座

日 時

会 場

内 容

講 師

参加費

問合せ

情報No. 107390

4月17日（日）14:00～16:00

善行公民館 3階 多目的ホール

安定的な皇位継承のために 議論の前に知っておくべ

きこと

片岡信弘氏（元東海大学教授、インタプライズ研究所

主宰）

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275回講座のご案内

３/２４

イベント

日 時

会 場

内 容

対 象

参加費

問合せ

さまざまなシチュエーション

体験型交通安全教室

情報No. 107389

3月24日（木）10:00～11:30

やすらぎ荘「大広間」敷地内南側駐車場

交通教室と「ゆとり号」でのシミュレーション

藤沢市内在住60歳以上の方、20名

無料

いきいきシニアセンター（藤沢市老人福祉センター）やす

らぎ荘 ☎0466-81-6068 FAX0466-83-4624



情報No. 助成金名 分野 主催 締切

73653
重症児等とその家族に対する支援活動応援助
成

保健・子ども 中央共同募金会 3/22

73643 地域福祉を支援する「わかば基金」 保健 NHK厚生文化事業団 3/30

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

73645 タカラ・ハーモニストファンド助成事業 環境 宝ホールディングス 3/31

73654 2022年度ドコモ市民活動団体助成事業 子ども
（N）モバイル・コミュニ
ケーション・ファンド

3/31

73644 第6回赤松良子ジェンダー平等基金 人権・男女 国際女性の地位協会 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

73652
令和4年度（第33回）研究助成・事業助成・
ボランティア活動助成募集

保健
フランスベッド・メディカル
ホームケア研究・助成財団

4/14

73646 WNI気象文化創造センターの助成・表彰事業 環境 WNI気象文化創造センター 4/30

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

73648 子供たちの環境学習活動に対する助成事業 環境・子ども （公財）高原環境財団 5/11

73647
緑化を伴うヒートアイランド対策に関する助
成事業

環境 （公財）高原環境財団 5/11

73650
第21回トム・ソーヤースクール企画コンテ
スト

環境・子ども
（公財）安藤スポーツ・食
文化振興財団

5/17

73651
第39回「老後を豊かにするボランティア活動
資金助成事業」

保健
（公財）みずほ教育福祉財
団

5/20

73637 事業復活支援金 全分野 中小企業庁 5/31

73655
高齢社会助成「地域福祉チャレンジ活動助
成」

保健・まち・
子ども

（公財）日本生命財団 5/31

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

73639 2022 JASM賞
保健・社会・

子ども
日本社会福祉マネジメント学
会

8/31

73633 GIVING100 全分野 コングラント株式会社 1/10

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、(公財)＝公益財団法人

※保健＝保健・医療・福祉の増進、 まち＝まちづくりの推進、 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


