発行: 藤沢市市民活動推進センター
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢 1031 小島ビル 2 階
Tel: 0466-54-4510 Fax: 0466-54-4516 E-mail: f-npoc@shonanfujisawa.com URL: http://npocafe.f-npon.jp/

情報クリップは、市民活動や NPO に興味のある方に向けて発行しています。
この中には、藤沢地域に向けて活動している団体によるイベントや研修・講座等の情報や参加しやすいボ
ランティア募集情報が掲載されています。こちらに掲載される情報は、活動団体の皆様から頂いた情報を
編集したもので、毎月１０日の発行です。
市民活動に触れる一番のきっかけは、興味のあるイベントや講座、ボランティアに参加してみる事です。
まずは各記事に記載されている連絡先にお問合せの上、お気軽にご参加ください。

２/１６〆 ①チョット知りたい地域活動のコト
講座

②つくる！極める！ふじさわゼミ

平成２７年度
① 地域で何かを始めてみたい！ボランティア、ＮＰＯっ
て何？という方。新しい出会い、新しい仲間を探してみま
せんか。地域とつながるはじめの一歩です。
◆日時：２月２６日、３月４日、１１日（金）
１０：３０～１２：３０（全３回）
◆定員：２０名（先着順）
② アナタの「藤沢をもっと元気にしたい！」「地域の仲間
と何かやってみたい」をカタチにしてみませんか。
◆日時：２月２６日、３月４日、１１日、１８日、２５日(金)
１３：３０～１５：３０（全５回）
◆定員：１０名 (先着順)
※以下①②共通
◆会場：フジサワ名店ビル ６階Ｃホール
◆対象：市内在住・在勤・在学で原則全回出席できる方
◆講師：手塚明美氏（(認Ｎ)藤沢市市民活動推進連絡
会 事務局長）ほか
◆参加費：無料
◆申込締切：２月１６日（火）１７：００必着
●問合せ：藤沢市生涯学習部 生涯学習総務課 生涯
学習担当 TEL：０４６６-２５-１１１１（内線）５３１２
FAX：０４６６-２９-１３５４
E-MAIL：manabi@city.fujisawa.kanagawa.jp
情報 No. 92335、92334

２/１５〆

趣味特技をライフワークにしよう！

イベント

“何かしたい”を共有するためのワーク

元シンクロ選手で藤沢市市民講師として活躍する宮崎
三保さんの経験談を聞きながら全員でフリートーク
◆日時：２月１７日（水）１０：００～１２：００
◆会場：藤沢市市民活動推進センター会議室Ａ
◆ファシリテーター：加藤葉子（ワークショップデザイナー）
◆参加費：５００円
◆申込締切：２月１５日(月)
※お子様連れや介助が必要な方はあらかじめ要相談
※途中参加、途中退出、自由
●問合せ：ワークショップラボ湘南
E-MAIL：workshoplabo@gmail.com
情報 No.92328

２/２０

湘南海岸林でつながろう！

イベント
第３回緑の湘南フェスタ２０１６ 海岸林のあり方や重要
性を再認識し、湘南海岸林についての理解を深めます。
◆日時：２月２０日（土）１０：００受付 １０：３０～１６：００
◆会場：平塚市勤労会館 ２階中会議室
◆参加費：一般１,０００円、学生５００円（資料代として）
●問合せ：（N）地球緑化センター
TEL：０３-３２４１-６４５０ FAX：０３-３２４１-７６２９
URL：http://www.n-gec.org
情報 No.92240

※表記のない日付の年はすべて 2016 年(平成 28 年)です。

※(N)は NPO 法人の略です。
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２/２０
イベント

２/２１

成果発表会のお知らせ

講座

「社会貢献を通じて成長したい」 湘南地域のＮＰＯ・市
民活動団体の一員となり、半年間活動したワカモノの成
長や各団体の魅力をお伝えします。
◆日時：２月２０日（土）１３：３０受付 １４：００～１７：００
◆会場：藤沢商工会館ミナパーク６Ｆ 多目的ホール３
◆内容：「団体のＰＲ、自分の成長」をテーマとしたワカモ
ノによるプレゼンテーション
◆参加費：無料
●問合せ：(認Ｎ)藤沢市市民活動推進連絡会
TEL：０７０-２１９３-４０９９ FAX：０４６６-５３-７３６６
E-MAIL：npoipg@f-npon.jp
URL：http://f-npon.jp/wakamono2015

善行雑学大学
第２０１回講座のご案内

テーマ「回顧８０年 二・二六事件は何だったのか」 事
件を契機に日本は大きく右傾化、軍国主義化した。新し
い材料も提示しながら、８０年後の今日に歴史を考える。
◆日時：２月２１日(日)１４：００～１６：００
◆会場：善行公民館ホール
◆講師：中田整一氏（ノンフィクション作家・元ＮＨＫプロデ
ューサー）
◆参加費：５００円（会員除く）
●問合せ：善行雑学大学 宮田英夫
TEL：０４６６-８２-０５１７
情報 No.92249

情報 No.92357

２/２０

映画「山本慈昭 望郷の鐘

イベント

満蒙開拓団の落日」

２/２２
講座

「中国残留孤児の父」といわれた山本慈昭。みずからも
過酷な体験をしながら、生涯を残留孤児たちの肉親さが
しにささげ、献身的な愛でささえた。監督 山田火砂子、
出演 内藤剛志、常盤貴子、ほか
◆日時：２月２０日（土）１４：００開映
◆場所：藤沢市労働会館
◆料金：当日券１,０００円
●問合せ：映画「望郷の鐘」を観る会
TEL：０３-５３３２-３９９１ FAX：０３-５３３２-３９９２
E-MAIL：gendaipro@gendaipro.com
情報 No.92360

２/２３
イベント

実家の片づけスキルアップ整理術

かんたん生活整理＆収納のコツ 高齢になっても困らな
い、親の家をスッキリさせる整理術や、片づけが楽になる
買い物のコツについてお話します。
◆日時：２月２２日（月）１０：００～１２：００
◆会場：湘南ＮＤビル６階 ６-１会議室
◆講師：渡部亜矢氏（実家の片づけ講師 片づけ上手
塾エグゼカレッジ代表理事）
◆参加費：無料
◆定員：先着８０名
●問合せ：藤沢市役所 消費生活センター
TEL：０４６６-２５-１１１１（内線２５９２）
FAX：０４６６-５０-８４０９
情報 No.92283

地域課題解決ビジネスの
将来性

平成２７年度 中小企業庁地域課題解決ビジネス普及
事業全国シンポジウム
◆日時：２月２３日(火) 開場１３：１０ １３：４０～１６：４０
◆会場：横浜情報文化センター 情文ホール
◆内容：基調講演「ソーシャルビジネス<ＡｓＭａｍａ>の
軌跡と課題」甲田恵子氏（㈱ＡｓＭａｍａ代表取締役社
長） パネルディスカッション「事業者・行政・金融機関か
らみた地域課題解決事業の将来性とその評価」
◆参加費：無料
◆定員：１５０名
●問合せ：㈲テイクスペース 担当：竹林
TEL：０４５-５３０-３２０５ FAX：０４５-５３０-３１１２
E-MAIL：sympo@furimabox.net
情報 No.92344
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消費生活講座

２/２７
３/２６

マンション管理のアドバイザー

イベント
個別無料相談会のご案内
◆日時：２月２７日（土）テーマ「マンション内の迷惑行
為」、３月２６日（土）テーマ「理事会運営」
いずれも１３：００～１６：００
◆会場：藤沢市市民活動推進センター 交流スペース
●問合せ：（N）湘南マンション管理組合ネットワーク
会長 藤木賢和 TEL/FAX：０４６６-５０-４６６１
理事 須賀一郎 TEL/FAX：０４６-８７３-９６９０
TEL：０８０-１３４４-０２５９
E-MAIL：sugaitirou@yahoo.co.jp
情報 No.92204

各記事の詳細情報については主催団体にお問い合わせください。

２/２８〆

聴覚障害について知る講座

講座

イベント

手話を全く知らない方、聴こえない人に会ったことのない
方、どなたでもお気軽にお申込み下さい。
◆日時：３月５日（土）１０：００～１５：００
◆会場：神奈川県聴覚障害者福祉センター（藤沢市藤
沢９３３－２）
◆申込締切：２月２８日（日）必着
◆定員：３０名（多数の場合抽選）
●問合せ：神奈川県聴覚障害者福祉センター
TEL：０４６６-２７-１９１１ FAX：０４６６-２７-１２２５
E-MAIL：shuwa-y@kanagawa-wad.jp
情報 No.92257

３/６他
募集

「藤沢宿まつり」の
ボランティアさん大募集

旧東海道藤沢宿という貴重な文化を後世に残すべく、そ
の手段のひとつとして毎年 1 回おまつりを開催していま
す。興味のある方、一緒におまつりを盛り上げませんか。
◆日時：３月６日(日) ９：００～
◆会場：藤沢駅北口～藤沢本町駅周辺、白旗神社、御
殿辺公園
◆内容：各イベントのサポート、休憩所の設置、チラシ配
布等
◆定例会：毎月第二木曜 １９：００～ 藤沢公民館
※当日 交通費、昼食代として２,５００円支給
●問合せ：旧東海道藤沢宿まちそだて隊 松澤
TEL：０９０-４４２０-２４９２
E-MAIL：nekokichinokai@infoseek.jp
情報 No.92098

３/１２
講座

２/２９

神奈川県手話言語条例

ひるまのうたごえ喫茶
ｉｎ クラジャ

歌集の中からリクエスト大歓迎
◆日時：２月２９日(月)１３：３０～１５：３０
◆会場：コミュニティライブカフェ・クラジャ
◆費用：１,０００円（お茶とケーキつき）
●問合せ：藤沢合唱団 新井 TEL：０７０-１３１５-３５０１
情報 No.92189

３/３
講座

老いや病と
折り合いをつけて生きる

病気と付き合いながら自分らしく生き、逝くための心づもり
について、聞いてみませんか？
◆日時：３月３日（木）１３：３０開場 １３：４５～１６：１５
◆会場：川崎市中原市民館 第３・４会議室（パークシテ
ィ武蔵小杉ミッドスカイタワー２階）
◆講師：志藤洋子氏（国際長寿センター日本 事務局長）
◆参加費：１,０００円（資料代として）
◆定員：５０名（先着順）
●問合せ：(N)高齢期の住まい＆暮らしをつなぐ会
TEL：０３-３３６７-３４１６（平日９：００～１８：００）
FAX：０３-３３６７-３４２６ URL：http://fukushi-m.jp
情報 No.92167

３/８～１３

第３５回 藤沢書道展

イベント
なにとぞご高覧ご批評たまわりたくご案内申し上げます。
◆期間：３月８日（火）～１３日（日）１０：００～１９：００
最終日は１７：００まで
◆会場：藤沢市民ギャラリー（ルミネ藤沢店６階）
●問合せ：藤沢書道展事務局
眞田梨香 TEL：０４６７-７５-７９５１

手話を広げるためにすべき事とは？

「神奈川県手話言語条例」がスタートした！何が変わっ
たのだろう？「手話推進計画」が４月から始まる！聴こえ
ない私たちがすべきことは何？手話のできる私たちがで
きることは何がある？
◆日時：３月１２日（土）１３：３０～１５：３０
◆会場：神奈川県聴覚障害者福祉センター（藤沢市藤
沢９３３－２）
◆講師：河原雅浩氏（神奈川県聴覚障害者連盟理事
長・神奈川県手話言語普及推進協議会委員）
◆参加費：無料（申込不要）
●問合せ：神奈川県聴覚障害者福祉センター
TEL：０４６６-２７-１９１１ FAX：０４６６-２７-１２２５
E-MAIL：shuwa-y@kanagawa-wad.jp

情報 No.92164

３/１８

子育てハッピーアドバイス

イベント

子育て支援は、だれのもの？

子どもを愛するって、どういうこと？ どうすればよいか、
具体的に学べます。
◆日時：３月１８日（金）１０：００～１２：００
◆会場：藤沢青少年会館
◆入場料：無料
◆講師：イ・イェジャさん（幼稚園で子育て支援活動）
◆対象：子育て中の方 先着２０名（同室保育あり）
◆申込開始日：２月２６日(金)９：００～
●問合せ：藤沢青少年会館 TEL：０４６６-２５-５２１５

情報 No.92256

※表記のない日付の年はすべて 2016 年(平成 28 年)です。

情報 No.92273

※(N)は NPO 法人の略です。
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３/２９〆

ＮＰＯ法人実務研修会

講座
ＮＰＯ法人の運営に携わる役職員・実務担当の方対象
◆日時：３月３０日（水）午前の回 １１：００～１３：００
午後の回 １５：００～１７：００ 各回受付は３０分前、
内容は同じ
◆会場：かながわ県民センター ２階ホール
◆内容：定款に基づく運営、マイナンバー関係、事業報
告書関係、定款変更関係、役員変更関係、電子申請、
解散、認定・県指定ＮＰＯ法人制度
◆定員：各１２０名（先着順）１法人につき、２名以内
◆申込締切：３月２９日（火）１７：００必着
●問合せ：神奈川県 県民局 くらし県民部 ＮＰＯ協働
推進課 横浜駐在事務所
TEL：０４５-３１２-１１２１（内線２８６５～２８６８）
FAX：０４５-３１２-１１６６
URL：http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f160367/
p164398.html
情報 No.92336

３/２５〆 健康生きがいづくりアドバイザー
養成講座（資格取得講座）
講座
子育て後、現役の方、定年後の方も今までの人生経験
を基に自分を生かし地域に役立つ生き方が、人生の第
二幕目をおもしろくし、健康と生きがいのある生き方に繋
がります。
◆日程：４月３日、１０日、２４日、５月８日、１５日（全て
日曜）１３：００～１８：００（４月１０日のみ１８：４０まで）
◆会場：かながわ県民センター（横浜駅徒歩５分）
◆費用：養成講座２５,０００円（受講料・テキスト代）、資格
認定研修会２０,０００円、登録料１０,０００円（１年更新）
◆定員：２０名
◆申込締切：３月２５日（金）
●問合せ：（一財） 健康・生きがい開発財団
担当 大熊謙治・磯 竹栄 TEL：０３-３８１８-１４５１
FAX：０３-３８１８-３７２５
E-MAIL：info@ikigai-zaidan.or.jp
URL：http://www.ikigai-zaidan.or.jp/
情報 No.92353

３/２６
イベント

管理会社と上手に
付き合うポイント

４/２～

６０歳から社交界デビュー
入門コース体験入会

皆様のマンションでは管理運営を管理会社任せにしては
いませんか？今回は、管理会社とのトラブル回避・良好
な関係づくりについてお話します。
◆日時：３月２６日（土）受付１７：５０、１８：１０～２０：００
◆会場：藤沢市市民活動推進センター 会議室Ａ
◆講師：杉本久美子氏（マンション管理士）
◆参加費：５００円（資料代）
●問合せ：(N)湘南マンション管理組合ネットワーク
TEL：０４６６-５０-４６６１ FAX：０４６６-９７-２４６１
研修交流会担当：杉本 TEL：０８０-５０２８-０７１９
E-MAIL：shokan-net@beetle.ocn.ne.jp
URL：http://syokan-net.jimdo.com/

社交ダンスは健康維持や体力増進にも効果がありま
す。高齢になってから始めてもまだまだ末永く楽しめま
す。４月からの入門コースに参加すれば一年後には憧れ
の舞踏会デビューが約束されます。
◆日時：４月２日～毎週土＆日曜日１３：００～１４：００
◆会場：湘南ダンス学院（JR 藤沢駅バス１５分 深沢下
車）
◆会費：月額６,０００円（４回）、月額９,０００円（８回）
●問合せ：（N）全日本シルバー社交ダンス普及協会
TEL：０４６７-６１-３０２１

情報 No.92365

情報 No.92122

募集

イベント、講座、NPO 支援情報等、みなさまの活動の情報をお寄せ下さい
当センターに持込みいただいた情報は、下記の方法で情報発信・告知を支援いたします。
なお、情報の持込みは、直接のご来館か、郵送、Fax、E-mail にて受け付けています。
* 情報ラック…チラシなどを、最大 3 ヶ月館内に配架します。
* 掲示板…ポスターなどを、最大 3 ヶ月館内に掲示します。
* 情報クリップ…毎月 10 日発行。原則前月の 25 日到着までの情報を掲載します。
* メールマガジン…隔週金曜発行(予定)。原則発行前日まで受け付けています。
* ホームページ：ほぼ毎日更新。最新の情報をいち早く掲載します。

※ 頂いた情報は、掲載の都合上編集することがあります。あらかじめご了承下さい。
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各記事の詳細情報については主催団体にお問い合わせください。

