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。

６/１６
講座

善行雑学大学
第２４１回講座のご案内

テーマ「夏目漱石と明治日本」 当局の検閲の目をくらまし
て、「時代精神」とそれに対する批判を書き残す為、漱石は
物語の中にいくつかの謎を隠しました。
◆日時：６月１６日（日）１４：００～１６：００
◆会場：善行公民館ホール ◆参加費：５００円（会員除く）
◆講師：赤木昭夫氏（元慶應義塾大学環境情報学部教授、
放送大学教授、ＮＨＫ解説委員）
●問合せ：善行雑学大学 宮田英夫
TEL：０４６６-８２-０５１７
情報 No.101788

あなたの住まいを
６/１６
相談会
空き家にしないための相談会
空き家についてのご相談(予約制)、様々なミニミニ講座
「いざという時のために今から始める家財整理」林武廣氏
（（一社）家財整理相談窓口 理事）１３：２５～１４：２５
◆日時：６月１６日（日）１３：００～１６：００
◆会場：鵠沼市民センター新館２階第１談話室ほか
◆参加費：無料
●問合せ：藤沢市役所 住宅政策課 TEL：０４６６-５０-３５
４１ E-MAIL：fj-jutaku@city.fujisawa.lg.jp
情報 No.101764

６/２３
演奏会

湘南モーツァルト愛好会
第１７３回例会

３人の若手によるモーツァルトの室内楽
トロイ・グーギンス (Vn) 内山隆達 (Va) 野田清隆 (Pf)
◆日時：６月２３日（日）１４：００～
◆会場：藤沢リラホール
◆入場料：４,０００円（当日会員券）
●問合せ：湘南モーツァルト愛好会
TEL：０４６-８７２-１９６３
URL：http://www.shonanfujisawa.com/mozart/

６/２８
イベント

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

講座やイベント情報

ＮＰＯ支援情報

第７回
ふじさわせっけんまつり

お祭り価格でのせっけん類・化粧品の販売、サンプル配布、
ギトギト油汚れの落とし方実演、「こねこねせっけん」などのワ
ークショップ、せっけんクイズ。せっけんと合成洗剤の違いが
わかり、せっけん生活のヒントや楽しいことがいっぱい！
◆日時：６月２８日（金）１０：３０～１５：００
◆会場：藤沢市民会館 第２展示ホール ◆入場料：無料
●問合せ：藤沢市せっけん推進協議会
E-MAIL：sekkensuisin@gmail.com
情報 No.101749

６/２９
講演会

香害のおはなし

日本に新しい公害が生まれています。
◆日時：６月２９日（土）１４：００～１６：００
◆会場：鵠沼公民館 ホール
◆講師：森田隼人氏（シャボン玉石けん社長）
◆参加費：無料 申込不要（託児希望は要予約）
●問合せ：藤沢市せっけん推進協議会
E-MAIL：sekkensuisin@gmail.com
市民相談情報課 TEL：０４６６-５０-３５７３
情報 No.101750

６/２９
イベント

浜辺にもっと緑を！
砂草の植栽会

湘南海岸の生物多様性を守るため、絶滅危惧種ビロードテ
ンツキ等の在来種の植栽を行います。
◆日時：６月２９日（土）９：３０受付 １０：００～１２：００
◆会場：茅ヶ崎漁港サイクリングロード南側
◆参加費：無料
※海岸での作業です。汚れても良い服装でお越しください。
◆申込：「ＳＡＶＥ ＪＡＰＡＮ 神奈川」で検索
●問合せ：認（N）ゆい TEL：０９０-３９１４-００６２（荒井）
E-MAIL：info@npoyuhi.org

情報 No.100264

※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.101811

６/２９

人生１００歳時代の
ライフデザイン

セミナー
・

地域で学び、地域で活躍する
◆日時：６月２９日（土）１４：３０～１６：３０
◆会場：かながわ県民センター１１階 かながわコミュニティ
カレッジ講義室２
◆参加費：無料 （要事前申込）
◆講師：松本すみ子氏（シニアライフアドバイザー、（有）アリ
ア代表取締役、（N）シニアわーくすＲｙｏｍａ２１理事長）
◆申込締切：６月１８日（火）
●問合せ：かながわコミュニティカレッジ事務局
TEL：０４５-６２０-０７４３ FAX：０４５-６２０-０７４５
HP「かながわコミュニティカレッジ」で検索
情報 No.101820

７/３０
講演会

７/５,６

平塚八幡宮「開運七社詣」と

イベント

七夕まつり

古都鎌倉史跡めぐり 半日コース
◆日程：７月５日（金）、６日（土） 各９：００～９：３０受付
◆コース：平塚駅（北口階段下）～銀座通り・七夕飾り～平
塚八幡宮（七社詣・短冊奉納）～八幡山公園・旧横浜ゴム
記念館（七夕の由来解説）～平塚市博物館 １２：３０頃解
散 徒歩３Km 高低差なし
◆申込締切：実施日の一週間前
◆参加費：５００円 短冊奉納料１００円
●問合せ：（N）鎌倉ガイド協会 TEL：０４６７-２４-６５４８
HP「鎌倉ガイド協会」で検索
情報 No.101827

８/３他
講座

西野亮廣講演会 in 藤沢

災害時ボランティア活動
実践トレーニング

地域の受援力を高め、減災力の向上をめざす
◆日時：８月３日（土）１０：００～１６：００、１０日（土）１０：００
～１６：００、２４日（土）１０：００～１５：３０
◆会場：かながわ県民センター１１階 かながわコミュニティ
カレッジ講義室
◆参加費：６,０００円
◆申込締切：７月１８日（木）
◆講座実施団体：（N）神奈川災害ボランティアネットワーク
●問合せ：かながわコミュニティカレッジ事務局
TEL：０４５-６２０-０７４３ FAX：０４５-６２０-０７４５
HP「かながわコミュニティカレッジ」で検索

～新世界の夢の叶え方～
◆日時：７月３０日（火）１８：００開場 １９：００開演
◆会場：国際新堀芸術学院 ３階 シュトラウスホール
◆チケット：Ｓ席（サイン本つき）８,０００円、Ａ席４,０００円、
Ｂ席（二階席）３,０００円 ◆対象：高校生以上
●問合せ：(N)楽友会 西野亮廣藤沢講演会実行委員会
E-MAIL：nishino.fsawa@gmail.com
URL：https://gakuyu.thebase.in/
情報 No.101783

情報 No.101823

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。

支援情報タイトル

情報 No.

支援分野

72968 博報賞

子ども

73013 ボランティア事業提案大募集

全分野

73014
72992
72945
72944
72969
72970
72943
72997
73004
73015
72982
72994
73005

子ども音楽基金
地域支え合い活動助成プログラム
緑の都市賞
緑の環境プラン大賞
高齢者保健・医療、生活習慣病または高齢者
福祉に関する研究・調査への助成
ボランティアグループ等が行う事業への助成
屋上・壁面緑化技術コンクール
NPO 法人助成事業
市民ファンド推進プログラム
関東・水と緑のネットワーク
あしたのまち・くらしづくり活動賞
文化財保護活動への助成
社会福祉助成事業

73006 社会的・文化的諸活動助成
73007 自動車購入費助成
73018 第３２回神奈川地域社会事業賞

主

催

締切
6/28

まち・環境

博報財団
藤沢市東京オリンピック・パラリンピック開
催準備室
ソニー音楽財団
全国食支援活動協力会
(公財)都市緑化機構
(公財)都市緑化機構

保健医療

(公財)太陽生命厚生財団

6/30

保健医療

(公財)太陽生命厚生財団
(公財)都市緑化機構
(社福)清水基金
(N)市民社会創造ファンド
(公財)日本生態系協会
(公財)あしたの日本を創る協会
(公財)朝日新聞文化財団
(公財)みずほ福祉助成財団

6/30
6/30
6/30
7/1
7/1
7/3
7/5
7/5

学文・子ども
保健医療
まち・環境

まち・環境
保健医療
連絡助言
環境保全
全分野
学術文化
保健医療

社教・環境・国際・
(公財)KDDI 財団
子ども・情報
保健医療
全分野

(公財)損保ジャパン日本興亜福祉財団
神奈川新聞社地域連携局

6/28
6/28
6/30
6/30
6/30

7/11
7/12
7/22

