
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

２/４

イベント

日 時

会 場

内 容

入場料

問合せ

情報No. 108901

2月4日（土）14:00開演

逗子文化プラザなぎさホール

滝廉太郎/荒城の月 スコットランド民謡/広い河の岸

辺 G・カッチーニ/アヴェ・マリア ほか

（一般）前売3,000円/当日3,500円

（高校生以下）前売2,000円/当日2,500円

逗子文化プラザホール ☎046-870-6622

🏠https://www.bunka-plazahall.com/

山田姉妹
ソプラノデュオコンサート

１/２０～

展示会

期 間

会 場

作 家

問合せ

情報No. 109080

1月20日（金）～2月1日（水）11:00～17:00（木曜休）

山猫屋（藤沢市鵠沼海岸3-5-2-B）

小澤創磨、小澤康麿、桐山暁、東マユミ、河辺花衣、

ぶどう工房

山猫屋 ☎0466-51-3405

🏠http://yamanekosy.exblog.jp/

旅へ誘う猫展 ～国内編～

２/２８～

展示会

期 間

会 場

問合せ
情報No. 109014

2月28日（火）～3月5日（日） 10:00～19:00 最終日

は17:00まで

藤沢市民ギャラリー（ODAKYU湘南GATE6階）

藤沢書道展事務局 ☎0466-27-0487（間瀬）

第42回 藤沢書道展

１/２９

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

申 込

問合せ

情報No. 109116

1月29日（日）14:00～16:00

Zoomによるオンライン開催

外国人従業員とともに「働きやすい職場」をめざすため、

受け入れ側の企業はどのような取組や心構えが必要な

のでしょうか。 基調講演・事例発表・トークセッション

無料

1月25日（水）まで

公益財団法人 かながわ国際交流財団

☎045-620-0011 ✉kifnihongo@kifjp.org

職場における
外国人とのコミュニケーションを考える

１/２２

イベント

日 時

会 場

内 容

講 師

参加費

問合せ

情報No. 109114

1月22日（日）13:00～16:00

Zoomによるオンライン開催（見逃し配信もあり）

性暴力などの暴力により、被害者が心身に受ける大き

な影響、中でも一般的にあまり知られていない“解離”に

ついて知り、当事者に適切な対応ができるようになる

中島幸子氏（（N)レジリエンス代表）

2,000円

特例認定NPO法人 子ども支援センターつなっぐ

☎045-232-4121 ✉kenshu@tsunagg.com

支援者が知っておくべき
子どもの「トラウマ」と「解離」

３/１１

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ

情報No. 108953

3月11日(土）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 

✉plate@aloha-chigasaki.jp （南八重）

自転車「キープレフトプレート」を
つくろう！

２/１・２

イベント

日 時

会 場

内 容

問合せ

情報No. 109067

2月1日（水）、2日（木）10:30～15:00

かながわ県民センター1階 展示場

“着る つくる” 和のひろがり

商品はすべて個人や企業から寄付されたモノです。着

物、帯等はリユース品ですが、状態の良い品物を豊富

に取り揃えています。

（認N）WE21ジャパン ☎045-489-4223

🏠https://we21japan.org/

着物・リメイクフェア



情報No. 助成金名 分野 主催 締切

73798
困難を抱え孤立する子ども・若者の社
会的自立支援事業

子ども （N)神奈川子ども未来ファンド 1/22

73801 令和4年度WAM助成（補正予算事業）
保健・子ど
も・消費者

独立行政法人福祉医療機構 1/24

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

73797
第2期生活クラブソーシャルインク
ルーシブ助成

子ども
公益財団法人かながわ生き活き市
民基金

1/31

73793
2023年度「ネオニコチノイド農薬に関
する企画」

環境・情報
一般財団法人アクト・ビヨンド・
トラスト

1/31

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

73802 横寺敏夫 患者と家族の支援基金 保健 公益財団法人公益推進協会 2/13

73803 柴田義男 千恵子基金(第2回) 子ども 公益財団法人公益推進協会 2/15

73799
令和4年度下期 一般助成障害児・者
（含む難病）に対する自立支援活動へ
の助成募集

保健・
子ども

公益財団法人洲崎福祉財団 2/18

73792
ノエビアグリーン財団 2022年度助成
事業

学文・
子ども

ノエビアグリーン財団 2/28

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、 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、 情報＝情報化社会の発展、 消費者＝

消費者の保護

３/７

上映会

日 時

会 場

内 容

入場料

問合せ

情報No. 108937

3月7日（火） ①11:00 ②14:30 ③18:30

戸塚区民文化センター さくらプラザ ホール

“映画の神様”を信じ続ける男の人生と、彼を取り巻く

人々との愛や友情、家族の物語を描く。 出演：沢田研

二、菅田将暉 ほか 監督：山田洋次

前売券1,100円、当日券1,300円 全席自由

社会福祉法人 横浜いのちの電話事務局

☎045-333-6163  🏠http://www.yind.jp/

キネマの神様
２/４

イベント

日 時

会 場

内 容

参加費

問合せ
情報No. 109079

2月4日（土）14:00～16:30

勤労市民会館6階A研修室

【第1部】ドキュメンタリー映画「谺雄二ハンセン病とと

もに生きる～熊笹の屋根の生涯～」 【第2部】講演

「ハンセン病問題：その歴史・人としての尊厳をとり戻

す闘い」黒尾和久氏（重監房資料館部長・学芸員）

600円（当日800円） 学生無料

ピースカフェちがさき 📱090-4845-9915（うらた）

☎0467-53-4448（おごせ）

映画と講演の集い
～差別・偏見のない社会をめざして～


