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１１/２３

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

くげぬま子育て 応援メッセ

情報No. 108779

1１月23日（水・祝）10:00～12:00

鵠沼公民館

手遊び、読み聞かせ、片付け講座、助産師相談、子育

て情報コーナー、ピラティス、アロマスプレーワークショッ

プ、保健師/歯科相談コーナー、他

無料

くげぬま子育て応援メッセ実行委員会

☎0466-33-2002

✉kugenuma.kosodate@gmail.com
１２/１７他

イベント

相談会

交流会

会 場

参加費

問合せ

情報No. 108712

毎月第4土曜日 13:00～15:00（自由相談・無料）

12月17日（土）15:10～17:00 講演「理事長の業務と

理事会運営のポイント」 藤木賢和氏

2023年1月28日（土）15:10～17:00 講演「2022年

を振り返り、マンション管理の在り方を考える」 大内真

紀子氏

藤沢市市民活動推進センター A会議室

500円（交流会資料代）、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

１１/１７

イベント

日 時

会 場

対 象

内 容

参加費

問合せ

情報No. 108748

11月17日（木）13:30～16:00

平塚市中央図書館(平塚市浅間町12-41)

不登校やひきこもり状態にある方々

本の修繕や書棚の整理等の作業体験を通して自信を

培い、自立を促す

無料（要事前申込）

（N)ぜんしん (柳川） ☎0463-23-1177

✉ ryoz@lifestyle-cps.sakura.ne.jp

図書館ボランティア体験を通した
不登校・ひきこもり改善支援

１１/１９他

イベント

日 時

会 場

対 象

内 容

参加費

問合せ

情報No. 108749

11月19日（土）、2023年1月21日（土）10:00～17:00

平塚市青少年会館(平塚市浅間町12-41)

不登校やひきこもり状態にある若者とその保護者

元気になれる居場所の提供。相談や意見交換、カード

ゲームや運動などによる自立への支援。

無料（要事前申込）

（N)ぜんしん (柳川） ☎0463-23-1177

✉ ryoz@lifestyle-cps.sakura.ne.jp

不登校・ひきこもり改善・自立支援
進路相談会＆体育館で体を動かそう

１１/２０

講座

日 時

会 場

内 容

講 師

参加費

問合せ

情報No. 108576

11月20日（日）14:00～16:00

善行公民館 3階 多目的ホール

「野鳥観察の楽しみ ～晴鳥雨読の日々」

小川克彦氏（元慶應義塾大学教授）

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282回講座のご案内

１２/１８

イベント

日 時

会 場

内 容

参 加

入場料

問合せ

情報No. 108797

12月18日（日）10:00

藤沢市民会館 小ホール

第1・2部 参加団体競演 フィナーレ「遊行ばやし」

※呈茶席（抹茶と御菓子100円） 第二展示集会ホー

ル11:00～14:30 藤沢市茶道協会

邦楽協会、謡曲協会、三曲協会、吟詠連盟、民謡民

舞連合会、日本舞踊協会、雅楽協会

無料

藤沢市文化団体連合会

大会実行委員長 吉原秀峰 ☎0466-27-2390

🏠http://fj-bundanren.com/

第35回
藤沢市伝統芸能発表会



情報No. 助成金名 分野 主催 締切

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

73769 「連合・愛のカンパ」助成金 まち さわやか福祉財団 11/30

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

73777 2022年度第3期芳心会助成金
保健・社
会・学文

芳心会 11/30

73775
2023年度「学生を対象とする次世代
リーダーの育成活動」助成事業

子ども 公益財団法人電通育英会 11/30

73768 2023年度地球環境基金 環境 独立行政法人環境再生保全機構 12/1

73767 POSC社会貢献活動支援のための助成
保健・災
害・子ども

パチンコ・パチスロ社会貢献機構 12/9

73772 サンライズ財団環境助成金 環境
公益社団法人日本フィランソロピー
協会

12/9

73753
第19期福祉たすけあい助成（スタート
助成）

保健
公益財団法人 かながわ生き活き市
民基金

12/9

73756 第10回 NPOエクセレント大賞 全分野
「エクセレントNPO」をめざそう市
民会議

12/10

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

73773 洲崎福祉財団継続助成 保健 公益財団法人洲崎福祉財団 12/24

73737 ウクライナ避難民支援助成プログラム 国際 日本財団 12/31

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

１２/１７

イベント

日 時

会 場

内 容

ゲ ス ト

入場券

問合せ

情報No. 108363

12月17日（土）13:30開演 13:00開場

藤沢市民会館 小ホール

♪子どもの大空 ♪この胸の奥深く ♪花嫁 ♪人間だ

から ♪アメイジンググレイス 他

ピアノトリオ「パイナップル」

大人1,000円 中高生300円 小学生以下・障がい者

無料（全席自由）

藤沢合唱団 ☎0466-33-2248（永山） 📱070-

1315-3501（新井）

第4回
うたはともだちコンサート

１１/２６

イベント

日 時

会 場

講 師

内 容

参加費

問合せ

気候危機に立ち向かう
未来のエネルギー戦略！

情報No. 108762

1１月26日（土） ①10:30 ②14:00 （各2時間）

エコストアパパラギ2階（藤沢市鵠沼石上1-3-6）

明日香壽川氏（東北大学教授）

・2030年までのロードマップ ・COP27の最新情報

・原発がゼロでも大丈夫な理由

1,100円、小中高770円 （要事前予約）

湘南のなぎさを守る藤沢市民の会

☎0466-50-0117


