
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
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発行：藤沢市市民活動推進センター ☎0466-54-4510 ✉f-npoc@shonanfujisawa.com

１/３０

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

情報No. 108882

1月30日（月）13:30～16:00

神奈川県立青少年センタースタジオ HIKARI

発達障がい当事者が、障がいに悩む方を支えることで、

子どものころから低かった自己評価の変化についてお

話します。【第1部】園田明日香氏による講演 【第2部】

王蓉氏による二胡の演奏

500円

ふわふわの会 📱090-2402-1001

✉fuwafuwanokai@gmail.com

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

fuwafuwanokai

心の居場所があれば
笑顔が生まれる

１２/１８

講座

日 時

会 場

内 容

講 師

参加費

問合せ

情報No. 108782

12月18日（日）14:00～16:00

善行公民館 3階 多目的ホール

「世界の自然と自然、人と人をつなぐ渡り鳥」

樋口広芳氏（東京大学名誉教授、慶應義塾大学訪問

教授）

500円（会員無料）

善行雑学大学 📱090-7251-3232（片岡信弘）

✉kataoka9@gmail.com

善行雑学大学
第283回講座のご案内

１２/１６他

上映会

日 時

会 場

内 容

参加費

主 催

問合せ

情報No. 108924

12月16日(金)、17日（土）11:00～/14:00～

エコストアパパラギ2階（藤沢市鵠沼石上1-3-6）

写真家だった夫の死をきっかけに、カメラを手に取り、ベ

トナムに向かった妻。それからおよそ20年。枯葉剤被

害者の現実の中に見出したものとは・・・・・・。

大人1,400円、小中学生1,000円、未就学児無料

（N)気候危機対策ネットワーク/エコストアパパラギ

エコストアパパラギ ☎0466-50-0117

✉fujisawa@eco-papa.com

失われた時の中で

１/１５

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

情報No. 108930

1月15日（日）14：00～16：00

藤沢市市民活動推進センター 会議室B

アニメ、漫画、ゲーム、コスプレ好き集まれ！ みんな

で好きなコトを語り合いませんか♪

100円

ひきカル部 📱080-4415-9379（伊東）

ひきカル部 第一回交流会

１/１４

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

情報No. 108798

1月14日(土) 16：30～18：00

青少年交流・活動支援スペース さくらリビング （横浜

市中区桜木町１－１ ぴおシティ6階 第3研修室）

就労する上での悩みやモヤモヤと向き合い、自分なりの

就労の在り方、生き方を見つけていく

100円

生き×居きコミュニティ 📱070-1343-3976（奈良

橋） ✉souzousurukuukan@gmail.com

第8回
就労 悩み モヤモヤ 座談会

１２/２５

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

情報No. 108952

12月25日(日) 10:00～12:00

湘南いきいき農園 （藤沢市葛原715の隣）

当会の市民農園を利用しながら更なる遊休農地の活

用を考える。現地案内及び活動状況報告。HPを参照

願います。

無料

（N)市民農園を拡げる会 岩田

📱080-5003-0258

✉iwata.kenneth0613@gmail.com

🏠https://shimin-nouen.jimdofree.com/

遊休農地活用の活動に関する
現地案内会



情報No. 助成金名 分野 主催 締切

73780 2023年度エフピコ環境基金 社会・環境 株式会社エフピコ 12/19

73788 コロナに負けるな！浅井スクスク基金 学文 公益財団法人 公益推進協会 12/20

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

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

73776 SDGs貢献プロジェクト
環境・災害
消費者

公益社団法人日本フィランソロ
ピー協会

12/31

73787
2023年度経済的困難を抱える子どもの
学び支援活動助成

子ども
公益財団法人 ベネッセ子ども基
金

1/5

73774 ライフフリー事業助成金 保健
一般社団法人かながわ土地建物保
全協会

1/6

73786
このまちと住まいの「いい」を応援し
ます

まち
一般財団法人ハウジングアンドコ
ミュニティ財団

1/10

73633 GIVING100 全分野 コングラント株式会社 1/10

73784
みんなの思いを届けたい助成を必要と
している団体を募集します

子ども （N)神奈川子ども未来ファンド 1/25

73779 社会貢献基金
環境・災害
地域・国際

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助
協会

1/31

73785
アイネット地域振興財団2023年度助成
プログラム

学文・環境
地域・子ど

も
アイネット地域振興財団 2/10

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

※ 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、 地域＝地域安全活動、 国際＝国際協力、 子ども＝子どもの

健全育成、 消費者＝消費者の保護

２/１８

イベント

日 時

会 場

内 容

入場券

問合せ

情報No. 108899

2月18日（土）14:00開演

逗子文化プラザなぎさホール

美しく、ダイナミック！影絵劇ならではのアリスの舞台！

手影絵パフォーマンス5分、手影絵ワークショップ5分、

本編60分

おとな（中学生以上） 前売1,500円、当日1,800円

こども（0歳から小学生） 前売500円、当日800円

逗子文化プラザホール ☎046-870-6622

🏠https://www.bunka-plazahall.com/

ふしぎの国のアリス
１/１５

講座

日 時

会 場

内 容

講 師

参加費

問合せ

情報No. 108982

1月15日（日）14:00～16:00

善行公民館 3階 多目的ホール

「一流ホテルから学ぶ接客力」

小池修一氏（元帝国ホテル支配人、馬車道十番特別

顧問）

500円（会員無料）

善行雑学大学 📱090-7251-3232（片岡信弘）

✉kataoka9@gmail.com

善行雑学大学
第284回講座のご案内


