
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

５/２８

イベント

日 時

集 合

ゴール

参加費

その他

主 催

問合せ
情報No. 107571

5月28日（土） 受付①②8:30～ ③9:30～ （当日申込）

①ねんりんピックコース 16Km ②ふじさわ歩くプロジェ

クトコース 12Km ③スポーツ都市宣言コース 7Km

奥田公園

秩父宮記念体育館 14:00までにゴールしてください

500円、中学生以下無料、小学生以下は保護者同伴

「感染防止対策チェックシート」にご記入の上、受付にご

提出願います。マスク、飲料水、健康保険証の写し持参

の上、歩きやすい靴、服装で

藤沢市・ふじさわ市民ウォーク2022実行委員会

湘南ふじさわウォーキング協会 ☎0466-28-2052

ふじさわ市民ウォーク 2022

５/２２他

イベント

日 時

会 場

内 容

対 象

参加費

問合せ

情報No. 107595

5月22日、6月26日、7月31日、9月25日（日） 13:30

～14:30 （日程は変更になる場合があります）

村岡宮前ローカルサイト（藤沢市宮前380-1）

楽しく歌いながら体を動かしたり、楽器を演奏します。

60才以上

500円

藤沢音楽療法士の会「つどう」

☎090-8587-5245（小室由美子）

音楽サロン「つどう」
楽しく歌って健康維持

５/２８

イベント

日 時

会 場

内 容

入場料

問合せ

情報No. 107643

5月28日（土）14:00開演

Fプレイス ホール

【第一部】講演「旧モーガン邸の復元的再建」（仮題）

講師：水沼淑子氏

【第二部】演奏 Mira Quintet（ミラ クインテット）

全席指定席2,300円

（N)旧モーガン邸を守る会

☎FAX0466-82-0982（桑山）、☎FAX0466-25-

2076（徳重） ✉1122morganhouse@gmail.com

第19回 旧モーガン邸募金コンサート
5人の音色を薫風にのせて

５/１６

イベント

日 時

集 合

内 容

コー ス

問合せ

2022年 平和行進

情報No. 107617

5月16日（月）10:00集合 10:05～10:20集会

藤沢市役所本庁舎前

核兵器のない世界の実現を願って、藤沢の街を一緒に

歩きましょう。

市役所→郵便局→柳通り→銀座通り→年金事務所前

で解散(10:50）

ピースリレー・ふじさわ ☎090-3513-3142（塚本）

☎090-9239-0864（島田）

６/３他

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

ゆっくり しゃべり場

情報No. 107698

6月3日（金）10:30～12:00（毎月第1または第2金）

ひだまりの森相談室（横浜市南区/詳細は申込時）

生きづらさを抱えている子育て期の女性のための場所

一般1,000円、ママ会員500円（別途年会費有）

（N)ひだまりの森 ☎045-341-3607 ☎070-1470-

5187 ✉hidamarimori1154@sky.hi-ho.ne.jp

６/３

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ
情報No. 107707

6月3日（金）10:30～12:30（予約制/先着順）

LOGWAY BESS藤沢（藤沢市大庭5224-1）

植物はもちろんインテリアとして飾れます。マクラメを

通して“ちいさな幸せ”をカタチに！

1,000円

LOGWAY BESS藤沢 ☎0466-88-0080

ハンドメイドワークショップ
マクラメプラントハンガーをつくろう！

・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



情報No. 助成金名 分野 主催 締切

73669
2022年度 ビジネスパーソンボランティア活動助
成

保健・子ども （公財）大同生命厚生事業団 5/25

73664 第18期 福祉たすけあい基金 保健
（公財）かながわ生き活き市民
基金

5/27

73666
〈はまぎん〉ミライを創るアクションプログラム～こ
どもの未来を支援する活動募集～

子ども 横浜銀行 5/31

73676 一般社団法人芳心会 2022年度助成金
保健・学文・
子ども・科学

（一社）芳心会 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

73637 事業復活支援金 全分野 中小企業庁 5/31

73659 第20回配食用小型電気自動車寄贈事業 保健 （公財）みずほ教育福祉財団 6/10

73671 2022年草の根育成助成
保健・まち・
学文・災害・
子ども・職業

草の根事業育成財団 6/13

73675
子どもの貧困に立ち向かう市民活動応援基金
第1期助成団体募集

子ども
（公財）かながわ生き活き市民
基金

6/20

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

（一社）日本社会福祉マネジメ
ント学会

9/30

73674 公園・夢プラン大賞 まち （一財）公園財団 9/30

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、 （一社）＝一般社団法人、 （一財）＝一般財団法人

※保健＝保健・医療・福祉の増進、 社会＝社会教育の推進、 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、 科学＝科学技術の振興、 職業＝職業能力の開発・雇

用機会の拡充

６/１９

講座

日 時

会 場

内 容

講 師

参加費

問合せ

情報No. 107708

6月19日（日）14:00～16:00

善行公民館 3階 多目的ホール

「ボケない生き方」脳の中で記憶が作られる過程から、

ボケないための生き方についてのお話

山本啓一氏（千葉大学名誉教授）

500円（会員除く）

善行雑学大学 ☎090-7251-3232（片岡信弘）

✉kataoka9@kataoka9.com

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

善行雑学大学
第277回講座のご案内

６/５

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

湘南遺産2022報告会

情報No. 107543

6月5日（日）13:00開場 13:15開会

茅ヶ崎市民文化会館 小ホール

「藤沢グリーンハウス」登録有形文化財改修紹介、「旧

モーガン邸」復元的再建を目指して報告、みんなで残そ

う湘南遺産 災害事前復興プラン提案、圓蔵祭囃子実

演、等 終了後、懇親会（会費別途）予定

無料

（N)湘南遺産プロジェクト ☎090-8894-3354（西村）

✉i nfo@shonan isan .net


