
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

１１/１１

イベント

日 時

会 場

内 容

資料代

持ち物

問合せ

家計簿と防災のはなし

情報No. 108391

1１月11日（金）10:00～11:30

藤沢友の家（藤沢市善行5-11-8）

色んな物が値上がりしている今、わが家の家計を見

直してみませんか？あわせて災害に備えた「防災

パッククッキング」「携帯用防災ポシェット」の紹介

300円

お財布に入っているレシート

藤沢友の会 六会地区

🏠「藤沢友の会」で検索

１０/１６

講座

日 時

会 場

内 容

講 師

参加費

問合せ

情報No. 108397

10月16日（日）14:00～16:00

善行公民館 3階 多目的ホール

「ゴルフにまつわるエトセトラ」

根来行介氏（善行雑学大学理事）

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281回講座のご案内

１０/１８他

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

情報No. 108560

10月18日（火）13:30～16:00 次回2023年1月17日

地域福祉活動センター（藤沢市役所分庁舎2階活動室）

成人後発達障がいの疑いがあると知り戸惑う方、コミュ

ニケーションが苦手、努力しても誤解されるなど生きづ

らさを抱えた方とその家族が共に学び考え支え合う場

100円（資料代）

ふわふわの会 📱090-2402-1001

✉fuwafuwanokai@gmail.com

🏠https://peraichi.com/landing_pages/view/fuw

afuwanokai

大人になって知る発達障がいと
ひきこもる方と家族の居場所

１１/１３

イベント

日 時

会 場

内 容

入場料

問合せ

情報No. 108530

11月13日（日）13:30～15:30

藤沢市民会館 第一展示集会ホール

福島が忘れられてしまわないよう、誰もが人間らしく働

き暮らせるように、歌や演奏で連帯の心を届けます。

500円（当日券あり/中学生以下無料）

震災復興支援コンサート in ふじさわ実行委員会

☎0466-33-2248（永山） 📱080-3018-8191（荒

井）

第10回 震災復興支援コンサート
㏌ ふじさわ

１０/２７

イベント

日 時

会 場

参加費

問合せ
情報No. 108213

10月27日（木）14:15～16:15

藤沢市民会館 第一展示集会ホール

500円

藤沢合唱団 📱070-1315-3501（新井）

歌って元気！！
ひるまのうたごえ 秋の大うたう会

１０/２９，３０

イベント

情報No. 108523

10月29日（土）10:00～17:00、30日（日）10:00～

16:00（最終入場15:30）

藤沢市民会館 第一展示集会ホール

無料

一般財団法人 小原流湘南支部

☎0466-36-6759

花の輪・人の輪
みんなの花展

日 時

会 場

入場料

問合せ

１１/１３

イベント

日 時

場 所

対 象

内 容

参加費

申 込

問合せ

情報No. 108430

11月13日（日）9：00～12：00

鵠沼海岸

小・中学生（その兄弟姉妹）、保護者 250名

※子どものみの参加も可

地引網体験・海岸の清掃活動

1人500円（こども、大人共通）

10月30日まで 多数の場合抽選

藤沢子ども食堂たんぽぽキッチン

✉info.tampopo.kitchen@gmail.com

🏠「たんぽぽキッチン」で検索

第3回 地引網体験のご案内



情報No. 助成金名 分野 主催 締切

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

73759
令和5年度「キリン・福祉のちから開拓
事業」

保健 公益財団法人キリン福祉財団 10/31

73758
令和5年度「キリン・地域のちから応援
事業」

保健・まち
子ども

公益財団法人キリン福祉財団 10/31

73747 2022年度環境保全プロジェクト助成 環境 公益財団法人 SOMPO環境財団 10/31

73748 第25回 日本水大賞 環境 公益社団法人日本河川協会 10/31

73749 第33回コメリ緑資金 環境 公益財団法人コメリ緑育成財団 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

73750 日本郵便年賀寄付金
保健・社会
学文・環境
災害・国際

日本郵便株式会社 11/4

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

73755
大阪コミュニティ財団 2023年度助成事
業

保健・社会
まち・学文
環境・災害
国際・子ども

公益財団法人大阪コミュニティ財団 11/28

73751 子どもゆめ基金 1次募集 子ども
独立行政法人国立青少年教育振興
機構

11/29

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

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、 環境＝環境の保全、 災害＝災害救援活動、 国際＝国際協力、 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

１１/２０

イベント

日 時

会 場

内 容

入場料

問合せ

湘南交響吹奏楽団グランドシップ
冬の音楽会2022

情報No. 108561

11月20日（日）14:00開演 13:15開場

藤沢市民会館 大ホール

GSと一緒に音楽世界旅行 ♪グローバルバリエーション

♪やまがたふぁんたじぃ ♪燦燦 ♪銀河鉄道999 ♪

出航の時 指揮：清水誠

無料（要氏名・連絡先記入）

湘南交響吹奏楽団グランドシップ

✉rc@grandship.com  

🏠https://www.grandship.com/

１１/２０

イベント

日 時

場 所

内 容

参加費

対 象

申 込

問合せ

情報No. 108339

11月20日（日）9:30～12:30（雨天中止）

藤沢市少年の森（藤沢市打戻2345）

秋の森でノコギリ体験と落ち葉でやきいも作りをしよう

300円（子どものみ、保険代他として）

小学3年生～6年生（20名）

11月5日（土）～16日（水） 先着順

（N)藤沢グリーンスタッフの会

📱080-4629-8284 東（あずま）

🏠https://www.f-green-s.com/

ふじさわ子ども 森の探偵団


