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６/２６、２７

講座

日 時

会 場

内 容

対 象

参加費

申 込

問合せ
情報No. 107799

6月26日（日）、27日（月） 10:30～12:00

両日同じ内容

藤沢青少年会館1階体育室

親子で遊べる手遊びや英語による読み聞かせで、楽しく

英語デビュー

藤沢市内在住在勤 0～2歳児とその保護者

一組500円

6月10日～16日 https://f-mirai.jp/web

藤沢青少年会館 ☎0466-25-5215

ママパパ＆キッズ
親子にっこり講座

７/２３

講演会

日 時

会 場

内 容

講 師

資料代

問合せ

情報No. 107710

7月23日（土）13:30～16:00

藤沢市民会館 第二展示集会ホール

子どもたちの学びにとって、何が必要で、どんなことが

中心にすえられなければならないのか。

佐藤隆氏（都留文科大学教授）

500円（学生無料）

みんなの教育・ふじさわネット

☎090-9959-6398（松本）

コロナ禍と教育
～その危うさと希望～

６/２５他

イベント

相談会

交流会

会 場

参加費

問合せ

情報No. 107633

毎月第4土曜日 13:00～15:00（自由相談）

6月25日（土）15:10～17:00 講演「高齢社会と役員の

なり手不足への対応」 織茂広氏

7月23日（土）15:10～17:00 講演「どうなるマンション

保険10月改定！その内容と対策」 岩崎正裕氏

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/

研修交流会担当：北村 080-5979-2933

マンション管理組合研修交流会
・無料相談会のご案内

７/３

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

締 切

問合せ

人生１００歳時代
地域で学び、地域で活躍しよう

情報No. 107825

7月3日（日）13:30～15:00

オンライン開催

特別講演「絵巻物で読み解く江戸の市民社会 ～エコ

でボランタリーな江戸の町に学ぶ～」 講師：椎野修平

氏（（認N）日本NPOセンター特別研究員、他）、令和4

年度開講講座のご案内

無料

6月23日（木）17:00

かながわコミュニティカレッジ事務局

☎045-620-0743 FAX045-620-0745

🏠「かながわコミュニティカレッジ」で検索

７/１７

講座

日 時

会 場

内 容

講 師

参加費

問合せ

情報No. 107818

7月17日（日）14:00～16:00

善行公民館 3階 多目的ホール

『魏志倭人伝は信じるに足る歴史書か？ ～NHK番組

「邪馬台国サミット2021」の結論への反証』

古宮誠一氏（芝浦工業大学名誉教授、元国立情報学

研究所特任教授）

500円（会員除く）

善行雑学大学 ☎090-7251-3232（片岡信弘）

✉kataoka9@gmail.com

善行雑学大学
第278回講座のご案内

７/２０、２７

講座

日 時

会 場

内 容

受講料

締 切

問合せ

災害ボランティア
入門講座

情報No. 107821

7月20日、27日（水）19：00～20：30（全2回）

オンライン開催

近年の自然災害に対する知識と備え、被災地での災害

ボランティア活動の心構えや基本的な知識を学び、被

災地以外でもできる支援活動や日常での防災活動につ

いて考えます。

1500円

7月7日（木）

かながわコミュニティカレッジ事務局

☎045-620-0743 FAX045-620-0745

🏠「かながわコミュニティカレッジ」で検索



情報No. 助成金名 分野 主催 締切

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
公益財団法人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

73688 第14回関東・水と緑のネットワーク 環境
一般社団法人関東地域づくり協会
公益財団法人日本生態系協会

7/11

73685 住民参加型福祉活動資金助成
保健・学文
・子ども

公益財団法人SOMPO福祉財団 7/15

73687 神奈川県弁護士会人権賞 人権 神奈川県弁護士会 7/29

73681 第18回住まいのまちなみコンクール まち 一般財団法人住宅生産振興財団 8/31

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 9/30

73674 公園・夢プラン大賞 まち 一般財団法人公園財団 9/30

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

※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、 子ども＝子どもの健全育成

８/２～９

展示会

期 間

会 場

内 容

入場料

問合せ

戦争の加害パネル展

情報No. 107774

8月2日（火）～9日（火） 10:00～19:00

かながわ県民センター1階展示室

特集展示「軍都・広島と戦争加害」、展示の他公開学

習会・講演会など

無料（学習会・講演会 参加費500円）

記憶の継承を進める神奈川の会

☎090-7405-4276、090-8721-3222

✉hiromatu914@yahoo.co.jp

８/１３

イベント

日 時

会 場

入場料

問合せ

情報No. 107712

8月13日（土） 開場13:00 開演13：30

湘南台文化センター市民シアター

大人1000円、小学生500円、未就学児無料

※当日券のみ 指定席（先着300名）

相州神童太鼓チャリティ舞演会実行委員会

☎090-6549-0048（本谷） ☎090-1733-0642

（近藤）

相州神童太鼓 チャリティ舞演会

７/９

イベント

日 時

会 場

入場料

問合せ

情報No. 107683

7月9日（土）13:00開場 14:00開演

逗子文化プラザなぎさホール

おとな 前売1500円 当日1800円 こども（0歳～小

学生）前売500円 当日800円

逗子文化プラザホール

☎046-870-6622

🏠https://www.bunka-plazahall.com/

親子で楽しむクラシック名曲コンサート
こどもオペラ ３匹のこぶた

７/２６

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ
情報No. 107756

7月26日（火）11:00～12:30（予約制/先着順）

LOGWAY BESS藤沢（藤沢市大庭5224-1）

杉の荒材を使い、シジュウカラ用の巣箱づくりに挑戦

します。

500円

LOGWAY BESS藤沢 ☎0466-88-0080

親子でDIYワークショップ
バードハウスをつくろう！


