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 日頃の発行です。
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。

５/１４
６/１１

いぬねこ里親会
開催します！！

イベント
"
より多くの方々に犬猫の生命の尊さを知って頂き、悲しい
犬猫が１匹でも減らせることを目標に活動しています。
適切な飼育指導"や"飼い方のマナー向上"等、飼い主
となる方々のサポートも全力で努めます。
◆日時： 2011 年 5 月 14 日(土) / 6 月 11 日（土）
11:00〜15:00
※雨天の場合翌日
◆場所： 辻堂海浜公園 芝生広場
●問合せ：
pawpads（ぱうぱっず）〜湘南いぬ・ねこの輪〜
http://pawpads.sub.jp
情報 No. 59729

５/１４

「湘南なぎさ市 in Tube-P」

イベント

東日本大震災復興支援フリーマーケット

海沿いで暮らす仲間達へ 湘南の思いを届けたい！
◆日時：2011 年 5 月 14 日（土）10：00～16：00
◆場所：県立 湘南海岸公園 中部駐車場 屋上
◆内容(予定含）
【物販エリア】フリーマーケット、バザー、地元飲食ブース
等 【ステージエリア】マーチングバンド、アマチュアバンド
セッション等 【砂浜エリア】ビーチクリーン、宝探し等
◆出店料： 手持ち出店 無料、車出店 1,000 円（駐車
料のみ）ただし、「売上の 10％を寄付して頂くこと」が条
件となります。※通常の出店料：手持ち出店 1,500 円、
車出店 4,000 円（駐車料込）
◆主催：かながわ ecolife 応援団

５/１４

◆後援：藤沢市

アロマ×ラテンなボディーワーク

イベント

【バザー物品提供のお願い】
皆様のご家庭にある不用品や衣類などをバザーで売り、

ご好評につき第 2 弾！
現役アロマセラピストによるセルフマッサージ指導付き☆
◆日時： 5 月 14 日(土)14:00〜15:30
◆場所： 善行公民館 体育館
◆講師： 丸山恭子(babyherbs 主宰)
◆参加費： 700 円(材料費)一部を東日本大震災の義
援金として日本赤十字社へ送付いたします。
●問合せ：善行公民館
TEL: 0466-90-0097
情報 No. 59763

売上の全額を救援募金として寄付します。5 月 13 日
（金）の 22 時までに藤沢市市民活動推進センターまで
持参して頂くか、当日会場までご持参ください。
●問合せ：かながわ ecolife 応援団（代表団体：NPO 法
人 藤沢市市民活動推進連絡会）
URL: http://blog.canpan.info/nagisaichi/
E‐MAIL: shonan.nagisa@gmail.com
TEL： 080-5957-0677（火曜除く 13～19 時まで）
TEL： 0466-54-4510 （上記に繋がらない場合）
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５/１５
イベント

第2回
かながわ NPO 映像祭

～NPO が映像でつながる～
かながわの NPO 活動の一端を垣間見られる絶好のチャ
ンス
◆日時： 5 月 15 日（日） 17:30～20:30（受付 17:00）
◆場所： かながわ県民センター2 階ホール
◆参加費： 無料（事前申込不要）
●問い合わせ： かながわボランタリー活動推進基金 21
情報交換会世話人会
TEL / FAX: 0466-62-2288
E メール: mori@scmn.info
情報 No. 59787

５/１５
講座

テーマ『地球の水循環とヒマラヤの氷河』
■日時： 2011 年 5 月 15 日（日）14:00～16:00
■場所： 善行公民館ホール
■講師： 大森 弘一郎氏（山の自然学クラブ会長、日
本ネパール協会元理事）
●問合せ： 善行雑学大学
TEL: 0466-82-0517（宮田）
情報 No. 59805

５/１５
講座

５/１５
イベント

第8回
ワンちゃんのしつけ教室

人間社会と犬との共生の大切さや、私たち自身と愛犬と
のマナーとモラルをもう一度見直し、また飼い主のみなさ
んと、楽しく交流を深めたいとの主旨で、しつけ教室を開
催します。たくさんの愛犬家の参加をおまちしています。
◆日時： 2011 年 5 月 15 日（日）10:00 開始（受付
9:30、雨天中止）
◆場所： 県立湘南海岸公園 多目的広場
◆訓練士： 大島かおり先生（大島ドッグトレーニングスク
ール）
◆講師謝礼：500 円
主催： 湘南にドッグランを作る会
共催： （株）湘南なぎさパーク
●問合せ： 湘南にドッグランを作る会
URL: http://www.shonan-dogrun.net/

善行雑学大学
第 144 回講座

かながわコミュニティカレッジ
特別講座

今回の震災を受けて、多くのボランティアによる支援の
輪が広がる中、これからの復興やまちづくりに向けて、私
たち一人ひとりにできることや、災害を想定した日ごろの
地域コミュニティのあり方について考える講座です。
【基調講演】
かながわコミュニティカレッジマスター（学長）
堀田 力氏（弁護士 / 公益財団法人さわやか福祉財
団理事長）
◆日時： 2011 年 5 月 15 日（日）13:30～16:00（開場
13:00）
◆場所： かながわ県民センター2 階ホール
◆定員： 200 名
◆参加費： 無料
●問合せ： かながわコミュニティカレッジ事務局
TEL: 045-312-1121 / FAX: 045-312-4810
URL: http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100303/
情報 No. 59786

情報 No. 59811

５/１５
５/１７〆

講座

山の動く日来たれ

イベント

江の島塾

平成 23 年度 社会参画セミナー
女性にとっての"セーフティーネット"を考える
◆日程： 2011 年 5 月 29 日～10 月 23 日（日曜日全
12 回）10：00～16：00
◆場所： 県立かながわ女性センター
◆締切： 5 月 17 日（火）
◆参加費： 無料
◆対象： 女性 30 名
●問合せ： かながわ女性センター 参画推進課
TEL: 0466-27-2117 / FAX: 0466-25-6499

いま、与謝野晶子が蘇る！
芝居上演「山の動く日来たれ」
作・演出： 阿笠清子
出演： 演劇集団 agasa
◆日時： 2011 年 5 月 15 日(日） 14:30～16:00
（14:00 開場）
◆場所： 県立かながわ女性センター
◆参加費： 1200 円
●問合せ： かながわ女性センター参画推進課
TEL: 0466-27-2115
FAX: 0466-25-6499

情報 No. 59799

情報 No. 59797
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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。

５月・６月

イベント

シネコヤ インフォメーション
5 月・6 月

客席数 10 席。
サブカルチャーの集まる小さな映画館 シネコヤ
◆日時： 「2011 年 5 月」魔法の映画、映画の魔法
14 日（土）17:00 『オズの魔法使い』
28 日（土）17:00 『赤い靴』
「2011 年 6 月」ネオレアリズモ
11 日（土）17:00 『自転車泥棒』
25 日（土）17:00 『無防備都市』
◆費用： 入場無料
●問合せ：特定非営利活動法人湘南市民メディアネット
ワーク シネコヤ事業
〒251-0052 藤沢市藤沢 110-4 藤沢サービスセンタ
ー1 階
TEL: 080-3574-8878
FAX: 0466-62-2288
E-MAIL: cinekoya@scmn.info
URL: http://scmn.info/
情報 No. 59728

５/１８

消費者フェスティバルかながわ

イベント
見て、聞いて、参加して！消費者の様々な活動
◆内容：講演「私民から市民、そして志民へ ―“二所
懸命”のすすめー」 講師：松岡 紀雄氏（神奈川大学
名誉教授）、NPO 消費者団体等の活動報告
◆日時： 2011 年 5 月 18 日（水）13:00～16:45
◆場所： かながわ県民センター ホール
●問い合わせ： 神奈川県県民局くらし文化部消費生
活課普及推進グループ
TEL: 045-312-1121（内線 2641）
FAX: 045-312-3506

５/１９〆

女性起業家入門講座

講座
起業をめざすあなたを応援します！
マーケットの動きや法律・税務などの実務を学んで、
夢やアイデアを具体化する方法を考えましょう♪
◆日程： 2011 年 6 月 1 日（水）～24 日（金）10:00～
15:00 全 7 回
◆場所： 県立かながわ女性センター
◆締切： 5 月 19 日（木）
◆参加費： 無料
◆定員： 30 名
●問合せ： かながわ女性センター 参画推進課
TEL: 0466-27-2118
URL: http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f41205/
情報 No. 59796

５/２５〆

募集

コミュニティリーダー中学生
メンバー募集！！

ボクら何かをはじめよう！
地元湘南でできることをみんなで考えよう♪
まず一歩、踏み出すことがチャレンジだ。
◆対象： 藤沢市在住・在学の中学生、土・日の活動に
参加できる方
◆参加費： 1,000 円
◆申し込み締切：2011 年 5 月 25 日（水）
●問合せ： 財団法人藤沢市みらい創造財団 / 青少
年事業部
TEL：0466-25-5215
E-MAIL： youth@f-mirai.jp
URL: http://www.f-mirai.jp/youth
情報 No. 59813

情報 No. 59769

６/４〜
５/２３
イベント

ひるまのうたごえ
会員募集中

楽しく明るく元気よくみんなで歌ってみませんか
◆日時：2011 年 5 月 23 日（月）13:30～15:00
◆場所：藤沢青少年会館 3F 第 1,2 談話室
◆会費：400 円
◆主催：ひるまのうたごえサークル
●問合せ：
TEL&FAX：0466-81-0281(熊崎)
0466-33-2248(永山)
情報 No. 59725

ふれあい健康教室

イベント
仲間と交流し、励ましあい、時には競いあいながら、継続
することができる健康づくりのための健康教室を開催しま
す。
◆開催日：2011 年 6 月 4 日～2012 年 1 月 21 日（す
べて土曜日、全 9 回）
◆参加費：3,000 円（全体の参加費）
◆問合せ：NPO 法人 湘南ふじさわシニアネット 健康
WG 徳原
TEL：090-9328-8460
E-MAIL：m_tokuhara@piano.ocn.ne.jp
情報 No. 59856
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６/３〜１３

宮澤賢治☆童話の世界

６/４

イベント

出前二人芝居と切り絵展

イベント

賢治童話の切り絵作品に囲まれて、お食事とドリンクを楽
しみながら、出前二人芝居『宮澤賢治童話集』のひと時
をお過ごしください。
◆日時： 2011 年 6 月 3 日（金）～13 日（月）
◆場所： ArtGallery LOS PINOS & cafe
◆料金： 2200 円（日時指定、予約制）
●問合せ： さわたり組
TEL: 090-4411-0043
E-mail: sawatarigumi@dream.com
URL: http://www.sawatarigumi.com/
情報 No. 59593

小堀真梨ハープリサイタル

ハープの魅力！２人の共演者と奏でるフランスの煌めき
湘南エールアンサンブル 加藤えりな（バイオリン）、田代
純子（ピアノ）
◆内容：ハープソロ曲、ハープとバイオリン・ピアノ曲、ピア
ノ・バイオリンソロ曲
◆日時：2011 年 6 月 4 日（土）
14：00 開演（13：30 開場）
◆場所：藤沢リラホール
◆入場料：一般 3,000 円、学生 2,000 円（全自由席）
●問合せ：湘南コンサートの会
TEL：0466-25-3655
情報 No. 59835

「ボランティアしたい」を応援するフリーマガジン“ボランティアーズ”
この度、藤沢市市民活動推進センターでは、当センターに寄せられたボランティア募集情報をまとめた情報誌を発
行いたしました。この冊子は、「ボランティアをしてみたい！」という想いを応援し、気軽に参加してみませんか？と呼び
かけるものです。活動団体とボランティアしたい人たちをつなぐきっかけになればと思います。
◆ボランティア情報誌概要
【タイトル】 VOLUNTEERS [ボランティアーズ]
（A5 サイズ 全 22 ページ）
【 発行日 】 2011 年 4 月 (創刊号)
【sideA】湘南藤沢エリアのボランティア情報満載！
・全 62 件ずらり、載せました。ボランティア募集情報
・あなたにピッタリのボランティアを探そう
・FUJISAWA VOLUNTEER MAP

【sideB】ボランティアに出かけよう。
・ボランティアのある暮らし × はじめてみよう、ボランティア
・「想い」と「出会い」をつなぐボランティア体験。

［配布協力］藤沢市内各施設、神奈川県立かながわ女性センター、かながわ県民活動サポートセンター、さんわ
ーくかぐや、珈琲館辻堂店、紅茶の樹、蝉丸、美容室 1999ＤaDa、江の島ボウル、カーブス湘南海岸公園、スージ
ーcafé、神奈川県立湘南海岸公園サーフビレッジ、湘南市民メディアネットワーク シネコヤ、小田急百貨店藤沢
店、ライオンズマンション藤沢鵠沼、クリオ藤沢鵠沼壱番館、吉野金物店、鈴木薬局、羽根澤屋本店、トイランド、小

「ボランティアーズ」の

島時計支店、亀屋染物店、俊栄堂、田中洋品店、食館酒遊、レザークラフトすずき、kalae、いも吉館 江ノ島駅前

次号発行を 7 月頃に予定しています。

店、hideaway、café＆ギャラリー マチエール、Bono(ボノ)、地球雑貨 LINRYU WORLD UP、なぎさの体験学習館、

ボランティア募集・会員募集ほか、

片瀬地区ボランティアセンター、横浜銀行片瀬支店、桜ヶ丘ボウリングセンター、松下政経塾、cafe Pensee、神奈

掲載情報を募集しています。

川県立湘南台高等学校、天ぷら五島、湘南マリーンスタジオ、セブンイレブン（藤沢市内 40 店舗） 他（順不同）

お気軽にお問合せください。

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 日までの情報を掲載します。
* メールマガジン…隔週日曜発行。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。

