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１０/２ 他

講座

日 時

会 場

内 容

費 用

締 切

申 込

問合せ

情報No. 108085

10月2日(日）12:50～18:00、9日（日）13:00～19:00

16日（日）13:00～18:00

【認定研修】11月23日（水・祭）9:20～17:00

かながわ県民センター

人生100年時代、健康・生きがいづくりの啓発や仲間づ

くりの支援、社会参加を通して地域に貢献する役割

受講料27,500円 登録料11,000円

9月24日(土)

（一社）神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会

講師活動事務局 担当 冨田徹

✉nycocoa0530@gmail.com

🏠https://kanagawa-kensei.com/

（一財）健康・生きがい開発財団 ☎03-3818-1451

🏠https://ikigai-zaidan.or.jp/

健康生きがいづくりアドバイザー
養成講座

１０/８他

講座

日 時

会 場

内 容

受講料

締 切

問合せ

空き家活用による 地域課題の
解決と 価値の生み出し方

情報No. 108176

10月8日、15日、22日 全て（土）13：30～16：30

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

住教育による正しい知識と行政との連携で空き家を活

かそう

4,500円

9月20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

９/１８

イベント

日 時

会 場

種 目

ｶﾃｺﾞﾘｰ

参加費

問合せ

情報No. 108065

9月18日（日） 7:30～

県立山岳スポーツセンター内スポーツクライミング

競技場（秦野市戸川1392）

リード 5.11dまでのエントリークラスの選手の大会

小学3・4年生/小学5・6年生/中・高生

2,000円（保険料込み）・会員1,500円

藤沢スポーツクライミング協会

🏠www.fujisawa-climbing.jp

２０２２スポーツクライミング藤沢カップ
参加者募集！！

８/２１

講座

日 時

会 場

内 容

講 師

参加費

問合せ

情報No. 108003

8月21日（日）14:00～16:00

善行公民館 3階 多目的ホール

『障がいのある人達の生活を豊かにするためのテクノロ

ジー』

中野泰志氏（慶應義塾大学経済学部教授）

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279回講座のご案内

～８/２１

募集

期 日

内 容

ｴﾝﾄﾘｰ

審 査

問合せ

情報No. 108220

8月13日（土）～21日（日）

期間中 #sdgs_shonan のタグ（又はハッシュタグ）

を付けて投稿された動画で「いいね」が最も多くつい

たものを最優秀賞とします。

https://sdgs-shonan.com/archives/101

8月27日13時時点でいいね数を事務局がカウント

最優秀賞：賞金3万円、藤沢駅前地下ビジョン、藤

沢市役所庁舎内デジタルサイネージで作品放映

湘南SDGｓネットワーク（事務局：認（Ｎ）藤沢市民活

動推進機構） ☎080-5957-0679

✉info@sdgs-shonan.com

SDGｓショート動画
グランプリ

９/２３

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

情報No. 108221

9月23日(金祝）10:30～15:30

辻堂海浜交通公園 レクチャールーム

子供たちに、楽しく自転車の左側通行を知ってもらうた

めのワークショップです。

200円

KEEP LEFT PROJECT 南八重

✉plate@aloha-chigasaki.jp

自転車「キープレフトプレート」を
つくろう！



情報No. 助成金名 分野 主催 締切

73725
外国にルーツがある人々への支援活動
応援助成

まち・
国際

中央共同募金会・公益財団法人三
菱財団

8/24

73712 第23回市民活動応援プログラム 全分野 生活協同組合パルシステム神奈川 8/26

73729
重い病気を抱える子どもの学び支援活
動助成

子ども 公益財団法人ベネッセこども基金 8/31

73726 第26回 地球倫理推進賞
保健・まち・
学文・環境・

子ども
一般社団法人倫理研究所 8/31

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

73719
子どもたちの“こころを育む活動”大募
集

子ども
公益財団法人 パナソニック教育
財団

9/2

73714
第16回未来を強くする子育てプロ
ジェクト

子ども 住友生命保険相互会社 9/9

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

73716 2023年度東急子ども応援プログラム 子ども 東急株式会社 9/15

73715 公益財団法人JKA 2023年度補助事業 学文 公益財団法人JKA 9/22

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

73717 もり・みず市民事業支援補助金 環境
神奈川県環境農政局緑政部水源
環境保全課

11/25

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

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、 （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、 環境＝環境の保全、 国際＝国際協力、 子ども＝子どもの健全育成


