
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

１０/１他

講座

日 時

会 場

内 容

受講料

締 切

問合せ

農福連携
コーディネーター養成講座

情報No. 108279

10月1日（土）、9日(日）、16日(日）、11月6日(日)

13:00～16:00 他に現場体験1回

藤沢市役所本庁舎2階2-1会議室、藤沢市北部の畑

座学、ワークショップ、及びフィールドワークで農福連携

の基礎知識と農業と福祉をつなぐコーディネーターとし

ての素養を学ぶ

無料

9月24日（土）

（認N)藤沢市民活動推進機構 ☎0466-53-7366

✉f-npoc@shonanfujisawa.com

９/１８

講座

日 時

会 場

内 容

講 師

参加費

問合せ

情報No. 108194

9月18日（日）14:00～16:00

善行公民館 3階 多目的ホール

『北条義時と三浦義村 ～前期「鎌倉政権」を創造

する二人』

伊藤一美氏（鎌倉考古学研究所 理事）

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280回講座のご案内

９/１９

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

情報No. 108187

9月19日（月・祝） 13:00開会 全体会 15:00分科会

16：10閉会

藤沢市民会館 第一展示集会ホール、他

記念講演「憲法をいかすことは いのちをまもること」講

師：太田伊早子氏（神奈川県弁護士会所属 横浜法

律事務所）、他分科会

500円（資料代）

第48回藤沢母親大会実行委員会

☎0466-26-1980 📱090-4929-2563（馬渕）

第48回 藤沢母親大会

１０/８

セミナー

日 時

会 場

内 容

参加費

講 師

締 切

問合せ

傾聴セミナー
心の声を聴くために

情報No. 108338

10月8日（土）14:00～16:00 （13:30開場）

藤沢市民会館2階 第一展示集会ホール

“自分”のこと、もっと知っておきましょう！

無料

森さち子氏（慶應義塾大学総合政策学部教授 他）

9月24日（土）

ふじさわ傾聴連絡会（安田） FAX 0466-34-1698

✉keicho_rrk@yahoo.co.jp

１０/１０

上映会

日 時

会 場

内 容

ﾁ ｹ ｯ ﾄ

問合せ

サマショール ～遺言 第六章～
上映＆監督トーク

情報No. 108385

10月10日（月・祝）10:00～12:30

藤沢市民会館 第一展示集会ホール

原発事故を苦に命を落とした酪農家の「遺言」と意思を

受け継ぐ飯館村のサマショール（帰還者）達の第6章

当日1,000円、前売り800円、学生300円 障がい者と

介護者半額

藤沢上映実行委員会（NPOこども達に未来をin湘南/福

島の子どもたちとともに・湘南の会）

📱080-5099-4264（青柳）

１０/１５

イベント

日 時

会 場

内 容

問合せ

情報No. 108380

10月15日(土)10:00～15:00

藤沢市役所本庁舎 １Fラウンジ・B1サークルプラザ

地域の活動に興味があるけれど、キッカケが見つから

ない方へ、色々な団体が日頃の活動内容を説明。

藤沢市高齢者支援課 ☎0466-50-3571

(認N）湘南ふじさわシニアネット ☎0466-52-5577

地域で輝くシニアになろう
第16回 地域活動見本市



情報No. 助成金名 分野 主催 締切

73739
子供の未来応援基金令和5年度未来応
援ネットワーク事業

子ども 独立行政法人福祉医療機構 9/20

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

73728
スミセイ コミュニティスポーツ推進
助成プログラム

まち・学文 住友生命健康財団 9/22

73736
2022年度ソーシャル・ジャスティス基
金

社会・男女
認定特定非営利活動法人まちぽっ
と

9/27

73743 お金をまわそう基金助成事業
学文・子ど
も・経済

公益財団法人お金をまわそう基金 9/30

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

73744 KHM基金 国際 公益財団法人 公益推進協会 9/30

73730 第20回 読売福祉文化賞 保健
社会福祉法人 読売光と愛の事業
団

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

73731
2023年度環境市民活動助成地域美化
助成

環境 セブン-イレブン記念財団 10/5

73741 組織および事業活動の強化資金助成 保健 公益財団法人SOMPO福祉財団 10/7

73742 認定NPO法人取得資金助成 保健 公益財団法人SOMPO福祉財団 10/7

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

73738
2023年度環境市民活動助成活動助
成・NPO基盤強化助成

環境 セブン-イレブン記念財団 10/31

73745 中央ろうきん助成事業カナエルチカラ
保健・まち・
経済・職業・

消費者
中央労働金庫 10/31

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

73724 2023年度ヤマト福祉財団助成金募集 保健 公益財団法人ヤマト福祉財団 11/30

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。

※ （認N)＝認定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、 環境＝環境の保全、 国際＝国際協力、 男女＝男女共同参画社会の形成の促進、 子ども＝子どもの健全育

成、 経済＝経済活動の活性化、 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


