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８/２１

講演会

日 時

会 場

内 容

講 師

対 象

参加費

問合せ

情報No. 107959

8月21日（日）10:00～12:00

藤沢市民会館 小ホール

世界各地で野鳥保護を目指す団体が環境団体となっ

たワケについて、地球の歴史や生物の進化から解説

安西英明氏（日本野鳥の会 参与）

小学生以上

一般800円 会員/小・中・高生500円 （申込不要）

藤沢探鳥クラブ ☎0466-25-1817（藤山）

藤沢探鳥クラブ2022年度講演会
野鳥を知り、命、地域、地球を考える

～７/２０

展示会

日 時

会 場

内 容

問合せ

情報No. 107872

7月20日（水）まで 木曜休み 11:00～17:00

山猫屋（藤沢市鵠沼海岸3-5-2-B）

モデルになった猫の写真とともに作品を展示。作品

オーダーのご相談・ご依頼も承ります。

山猫屋 ☎0466-51-3405

✉yamaneko-ya@jcom.home.ne.jp

🏠http://yamanekosy.exblog.jp/

猫の肖像展

８/２７他

イベント

相談会

交流会

会 場

参加費

問合せ

情報No. 107981

毎月第4土曜日 13:00～15:00（自由相談）

8月27日（土）15:10～17:00 講演「大規模修繕工事

の進め方（計画編）」北村拓氏

9月24日（土）15:10～17:00 講演「大規模修繕工事

の進め方（実施編）」北村拓氏

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

８/２８他

講座

日 時

会 場

内 容

受講料

申 込

問合せ

避難所運営に必要な
多様性に配慮した視点を学ぶ

情報No. 107996

8月28日、9月4日、11日（日・全3回） 9:30～12:30

かながわ県民センター11階 かながわコミュニティカ

レッジ講義室

大規模災害時、性別、年齢、家族構成などによって直

面する困りごとが異なります。「同じ支援でみな平等」で

はなく、多様な人々がいることを理解し、地域の暮らしと

安全を守ることを目的とします。

4,500円

8月9日（火）まで

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

７/２４

セミナー

日 時

会 場

内 容

講 師

参加費

申 込

問合せ

情報No. 107985

7月24日（日）13:30～15:30

藤沢市役所本庁舎5階 5-1会議室

空家の再生を目指して、空家とまちのリノベーションを考

えてみます。

（株）エンジョイワークス 取締役 松島孝夫氏

無料

7月15日（金）まで

藤沢市住宅政策課 ☎0466-50-3541

✉fj-jutaku@city.fujisawa.lg.jp

空家のリノベーションを考える
「空家でいい」から「空家がいい」へ

７/２３

イベント

日 時

会 場

参加費

対 象

内 容

問合せ

情報No. 107982

7月23日（土）17:00～

本鵠沼駅徒歩2分 宮崎氏邸 離れ

500円

小学生以下

読み聞かせ、ゴリラ先生の紙芝居、プチ花火

湘南市民ワークショップ ☎090-1205-5099（宮崎）

✉mitusho3@jcom.home.ne.jp

お化けの話の会

・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

73691
かながわボランタリー活動基金21 協
働事業負担金

全分野 かながわ県民活動サポートセンター 7/20

73705
居場所を失った人への緊急活動応援助
成

保健・
子ども

中央共同募金会 7/25

73698 かながわ子ども・子育て支援大賞表彰 子ども
神奈川県こどもみらい局こどもみ
らい部 次世代育成課

7/29

73687 神奈川県弁護士会人権賞 人権 神奈川県弁護士会 7/29

73707
特定活動助成 2022 一人ひとりの心に
寄り添う“傾聴ボランティア”を応援し
ます

保健 公益財団法人ユニベール財団 7/29

73697
Panasonic NPO/NGOサポートファン
ド for SDGs

保健・子ど
も・職業・
消費者

パナソニックオペレーショナルエク
セレンス株式会社

7/31

73709 ブリヂストン BSmile募金 環境・地域
公益社団法人日本フィランソロピー
協会

8/5

73703
令和4年度上期一般助成障害児・者
（含む難病）に対する自立支援活動へ
の助成募集

保健 公益財団法人洲崎福祉財団 8/13

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

73694
かながわボランタリー活動基金21 ボ
ランタリー活動奨励賞

全分野 かながわ県民活動サポートセンター 9/13

73693
かながわボランタリー活動基金21 ボ
ランタリー団体成長支援事業

連絡助言 かながわ県民活動サポートセンター 9/13

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

73710 TOYO TIRE グループ環境保護基金 環境
公益社団法人日本フィランソロピー
協会

9/30

73702 がん患者団体助成 保健 正力厚生会 10/17

73692
かながわボランタリー活動基金21 ボ
ランタリー活動補助金

全分野 かながわ県民活動サポートセンター 10/20

73701
コミュニティ再生・活性化モデル事業
（第3期）

まち 神奈川県 12/23

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、 環境＝環境の保全、 地域＝地

域安全活動、 人権＝人権の擁護・平和の推進、 子ども＝子どもの健全育成、 職業＝職業能力の開発・雇用機会の拡充、

消費者＝消費者の保護、 連絡助言＝活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動


