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

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。 推進セン
ターから発信したい情報がある場合は上記の連絡先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ＱＲコ
ードからご覧ください。

５/１９
講座

善行雑学大学

第２４０回・
２０周年記念講座のご案内

５/２６
イベント

URL: http://npocafe.f-npon.jp/

講座やイベント情報

ＮＰＯ支援情報

きみの笑顔が見たい
不登校は自分探しの旅

テーマ「生涯現役社会の条件」 豊かな長寿社会を将来世
代に伝えていくために、働く意思と仕事の能力のある人がそ
の能力を発揮できるような「生涯現役社会」を実現する。
◆日時：５月１９日（日）１４：４５～１６：１５ ◆参加費：無料
◆会場：湘南クリスタルホテル ４階パルティール
◆講師：清家篤氏（日本私立学校振興・共済事業団理事
長、慶應義塾学事顧問、前慶應義塾塾長）
●問合せ：善行雑学大学 宮田英夫
TEL：０４６６-８２-０５１７

自分らしい学び方、生き方を共に考えませんか。
◆日時：５月２６日（日）１３：３０受付 １４：００～１６：３０
◆会場：建長寺 宗務本院２階 応真閣（鎌倉市山ノ内８）
◆内容：【第１部】講演会：西野博之氏（神奈川県学校・フリ
ースクール等連携協議会委員（元会長）、認（N）フリースペ
ースたまりば） 【第２部】シンポジウム
◆参加費：無料（建長寺拝観料は別途かかります） 要申込
●問合せ：Ｌａｒｇｏ（ラルゴ） TEL：０４６７-３２-３８３０
E-MAIL：largo.kamakura@gmail.com
情報 No.101592
申込専用アドレス largo.event@gmail.com

６/１５
イベント

震災復興支援コンサート
＆ トーク ｉｎ ふじさわ

放射能から子どもを守ろう 収益とカンパはすべて震災復興
支援の活動に役立てます。
◆日時：６月１５日（土）１３：００開場 １３：３０～１５：３０
◆会場：藤沢市民会館 第１展示ホール
◆入場料：５００円（当日券あり・中学生以下無料）
●問合せ：震災復興支援コンサート＆トークｉｎふじさわ実行
委員会 TEL/FAX：０４６６-３３-２２４８（永山）
TEL：０８０-３０１８-８１９１（荒井）

情報 No.101615

６/１他
講習会

赤十字救急法講習会

救命処置・応急手当の方法を！
◆日時：６月１日（土）、２日（日）、９日（日）９：００～１７：００
◆会場：石名坂温水プール会議室
◆受講料：３,２００円
●問合せ：藤沢市社会福祉協議会 TEL：０４６６-５０-３５２
５ 赤十字奉仕団事務局（徳嶋） TEL：０４６６-３４-５３５４
情報 No.101611

情報 No.101640

６/１６
イベント

相州神童太鼓
震災復興チャリティー舞演会

収益は震災被災地支援活動に活用されます。
◆日時：６月１６日（日）１３：００開場 １３：３０開演
◆会場：湘南台文化センター 市民シアター
◆チケット：前売り券１,５００円、当日券１,８００円、小学生
５００円、未就学児無料（全席自由）
●問合せ：神童太鼓チャリティー舞演会実行委員会
TEL：０９０-６５４９-００４８（本谷）、０９０-１７３３-０６４２（近
藤） E-MAIL：shindodaiko.otoba@gmail.com

６/１０
上映会

中国映画鑑賞会
「故郷の香り」

北京の役所に勤める男が山あいの村に１０年ぶりに帰郷し、出
会った女は・・・
◆日時：６月１０日（月）１３：３０～１５：４５
◆会場：藤沢市役所本庁舎 ５階 第３会議室
◆資料代：３００円
●問合せ：日本中国友好協会湘南支部（ニエ･アルをしの
ぶ会） TEL/FAX：０４６６-３３-４００３
E-MAIL：myama@cityfujisawa.ne.jp
URL：http://nicchushounan.sakura.ne.jp/

情報 No.101090

※表記のない日付の年はすべて 2019 年（令和元年）です。
※(N)は NPO 法人の略です。
※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。

情報 No.101585

６/１６

第２１回 湘南遺産ウォッチング

イベント
鵠沼はす池・帆船やまゆり
・
湘南遺産に選定の「鵠沼はす池」を見て「帆船やまゆり」に
乗り「茅ヶ崎烏帽子岩」へ迫る贅沢ツアー（荒天中止）
◆日程：６月１６日（日） ９：３０本鵠沼駅集合-第１・第２は
す池散策-桜小路公園にて観蓮会-江の島ヨットハウスカフ
ェで昼食-帆船やまゆりに乗船-帰港・懇親会-１８：００解散
◆参加費：会員３,０００円、一般４,０００円（乗船料２時間含
む）（飲食交通費別）
●問合せ：（N）湘南遺産プロジェクト
TEL：０９０-８８９４-３３５４（西村）
E-MAIL：246r@mvb.biglobe.ne.jp HP「湘南遺産」で検索
情報 No.101403

６/２３
演奏会

藤沢市民交響楽団
ファミリーコンサート

ラッパ吹きの休日、シンコペーテッド・クロック、ワルツィング・
キャット、ピーターと狼、「カルメン」組曲より抜粋、美しく青き
ドナウ
◆日時：６月２３日（日）１３：２０開場 １４：００開演
◆会場：藤沢市民会館 大ホール
◆入場料：１,０００円（全席自由・当日券あり）中学生以下無料
◆チケット取扱：（公財）藤沢市みらい創造財団（藤沢市民
会館内）０４６６-２８-１１３５、ほか
●問合せ：藤沢市民交響楽団 TEL：０４６６-８１-３２７９
（片岡） E-MAIL：fso.concert@gmail.com
URL：http://orchestra.musicinfo.co.jp/~fujikyo/
情報 No.101295

７/２４〆
講座

聴覚障害について知る講座

７/６他
イベント

鎌倉シュノーケリング教室

難聴体験や要約筆記体験を通して学んでみよう
◆日時：７月３１日（水）１３：００～１６：００
◆会場：神奈川県聴覚障害者福祉センター（藤沢市藤沢９
３３-２） ◆対象：県内在学・在住高校生 ３０名
◆申込締切：７月２４日（水）
●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
URL：http://www.kanagawa-wad.jp/

泳げない人でもしっかり基本レッスンを受けることで海がとて
も楽しくなります。
◆日時：７月６日（土）、７日（日）、１３日（土）、１４日（日）
①９：３０～１１：００ ②１１：００～１２：００ ③１２：３０～１４：
００ ◆集合：鎌倉材木座海岸 海の家「ヒマワリ」前
◆参加費：無料（別途器材レンタル料など計１,５００円）
◆対象：小学４年～７０歳位までの方
●問合せ：（N）パパラギ海と自然の教室
TEL：０４６６-２６-００８８ URL：https://umino-npo.com

情報 No.101602

情報 No.101594

ＮＰＯ支援助成金情報
※下記以外にも情報があります。詳細は当センターのサイトをご覧になるか又はスタッフにお尋ねください。

情報 No.
支援情報タイトル
72949 かながわ生き活き市民基金

支援分野

主

保健・連絡

(公財)かながわ生き活き市民基金

5/24

保健医療

(公財)みずほ教育福祉財団

5/24

(公財)大同生命厚生事業団
(公財)大同生命厚生事業団
(公財)大同生命厚生事業団
ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティー
ズ・ジャパン
毎日新聞東京社会事業団
ブルーシー・アンド・グリーンランド財団
(公財)かながわ国際交流財団
(公財)楽天未来のつばさ
丸紅基金
(公財)日本生命財団
読売新聞社
(公財) みずほ教育福祉財団
社会福祉法人木下財団
(公財)日本生命財団
(公財)日本生命財団
博報財団
(公財)太陽生命厚生財団

5/25
5/25
5/25

第 36 回「老後を豊かにするボランティア活動資金
助成事業」
72964 地域保健福祉研究助成
72966 ビジネスパーソンボランティア活動助成
72965 シニアボランティア活動助成

保健医療
保健・子ども
保健・子ども

72967 ドナルド・マクドナルド・ハウス財団助成事業

保健・子ども

72941
72959
72957
72973
72977
72946
72978
72942
72955
72947
72948
72968
72970

保健医療
学文・子ども
災害・国際
保健・子ども
保健医療
保健医療
子ども
保健医療
保健医療
保健医療
保健医療
子ども
保健医療

72940

毎日社会福祉顕彰
B&G 海洋クラブ登録申請
かながわ民際協力基金
楽天未来のつばさ 団体向け支援事業（前期）
社会福祉助成金
地域福祉チャレンジ活動助成
よみうり子育て応援団大賞
配食用小型電気自動車寄贈事業
障がい者福祉への助成
実践的課題研究助成
若手実践的課題研究助成
博報賞
ボランティアグループ等が行う事業への助成

催

締切

5/31
5/31
5/31
5/31
5/31
5/31
5/31
6/7
6/7
6/7
6/15
6/15
6/28
6/30

