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のたろん通信 
★掲載情報 大募集★ のたろん通信は、横須賀市内の市民活動に関するイベント、講座、団体支援 

などの情報紙です。発行は毎月１日。前月の 20日までにサポートセンター受付へ情報をお寄せください。 

（電話・Ｅメール・ファクス可） 横須賀市立市民活動サポートセンター ℡046-828-3130 

 

 

10月号 

※参加費の掲載がない場合は無料です。 

 

（旧 情報広場） 

10/27 

2016年 

第 69 回横須賀市民文化祭参加 
「三曲発表大会」 

箏・三味線・尺八による演奏発表会。古典から現代曲

まで幅広い分野の曲を演奏。古典「夕顔」「千鳥曲」現

代曲「みずうみの詩」「編曲ソーラン節」など全 17曲。 

日 時  10 月 30 日（日）12：00 開演 

16：25終演予定 

場 所 横須賀市文化会館 大ホール  

問合せ 横須賀三曲会 

     ℡ 046-852-3510（江口方）中喜美   

 

 

 

学校の先生に上手にわが子を理解してもらうためには、

どうしたらいいでしょうか？なかなかうまくいかない

先生との関わり方について考えます。 

日 時 10 月 27 日(木) 10：00～11：30 

場 所 横須賀 YMCA    参加費 300円 

問合せ：横須賀 YMCA  

     ℡ 046-834-5811 佐々木 

 

 

横須賀 YMCA 発達障がい理解講座 
『学校の先生との上手な関わり方』 

薬膳健康作り講演会  
「生き抜く力を養う薬膳」  

菅沼栄先生（日本医科大学東洋医学科中医学講師）の

講演会を開催します。かながわ健康財団による生活習

慣病予防のお話も。コミュニケーションロボット・パ

ルロも登場（14時まで）。申込みは住所、氏名（ふりがな）、

年齢、電話番号を記載の上 Fax、はがきで 10 月 8日

（土）までに。先着 200 名（定員を超えた場合のみ連絡） 

日 時 10 月 22 日（土）14：00～16：00 

場 所 横浜市社会福祉センター ４階ホール 

参加費 1500 円 

問合せ 薬膳健康づくり研究会  

 Fax 046-643-1384 久野 

はがき 〒240-0014  

横浜市保土ヶ谷区霞台 43-9 和田俊子宛 

10/22 

10/23 全国脳卒中者の集い in横須賀 

基調講演は「見えにくい障害～高次脳機能障害につい

て学ぶ～」脳卒中も震災もいつどこで起こるかわかり

ません。阪神淡路大震災や熊本地震に学び障がいをも

った人達が安心して暮らせる地域づくりを考えます。 

日 時 10 月 23 日（日）13：00～16：30 

場 所 神奈川県立保健福祉大学 

参加費 1000 円 *一部を義援金として熊本の被災地に寄付 

問合せ よこすか片マヒ希望の会 

     ℡ 046-825-7837 妻沼 

 

10/30 

10/30 第 35 回 横須賀福祉寄席 

三遊亭左円馬師匠、桂右団次、D-51（コント）ほか。 

日 時 10 月 30 日（日）13：30 開演 

場 所 横須賀市立青少年会館     

参加費 2000 円（前売り 1800 円）  

問合せ 横須賀落語愛好会 

     ℡ 046-824-7012 

     ℡ 090-8590-8916 西村 

 

希望者は直接集合地へ。雨天決行。 

「くりはま花の国（秋の花）」６km 

日 時 10 月 11 日（火）9：30～12：00 頃 

コース 神明公園→くりはま花の国→ペリー公園 

→京急久里浜駅（解散） 

集 合 9：30～9：50 京急久里浜駅  

持ち物 飲料、帽子     参加費 300 円 

問合せ ヨコスカ ウオーキング協会 

     ℡ 046-849-6427 中山 

 

10/11 ゆっくり悠遊ウオーク 

北下浦みんなの家の屋上に設置された天体望遠鏡で、 

月、土星、火星などを観察します。（雨天曇天中止） 

日 時 10 月 9 日（日）18：00～20：00 

場 所 北下浦みんなの家 天体観測室・会議室 

対 象 小学生以上（小中学生は、保護者同伴） 

※要事前申し込み 

☆10月７日（金）18：30～20：30 長浦コミュニテ

ィセンターでも観察会を行います。詳しくは 

ksao.yumesora.net「天体観測室友の会」で検索を。 

問合せ/申込み 北下浦みんなの家天体観測室友の会 

℡ 080-5546-7913 はこざき 

 

 

10/9 第８回東京国際科学フェスティバル参加 

北下浦みんなの家 秋の星空観察会 



発行 横須賀市立市民活動サポートセンター 
編集 指定管理者 特定非営利活動法人 

ＹＭＣＡコミュニティサポート 
〒238-0041 横須賀市本町 3-27  

TEL 046-828-3130 FAX 046-828-3132 

Ｅメール info@yokosuka-supportcenter.jp 

基礎から学ぶ パソコン講座 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民活動や地域でボランティア活動をしている方対象のパソコン講座です。町内会・ＰＴＡ役員、市の事業等に 

ボランティア登録している方、当センターの登録団体に所属している方も受講できます。 

①②の講座はこれから市民活動（ボランティア）をはじめようとしている方でも受講可能です。 

（個人の勉強、就労時に活用のみの方は受講できません。） 

●受講料 1講座 4,000円＋テキスト代 540円 ●場所 市民活動サポートセンター多目的ルーム 

●定員  各講座 ５名（最少開催人数 2名） ※10月 20日（木）までに結果をご連絡いたします。 

  ●申込み 所定の申込書に必要事項を記載の上、メール及びファクス、来館にてお申し込みください。 

☆使用ＯＳ・アプリケーション：Windows７, office2010 

 

講 座 名 内 容 日 時 

①ワード活用術 文字入力、文章編集、チラシ作成など 11月 4日、8日、11日、15日 10：00～12：00 

②エクセル活用術 文字・数値入力、表計算基礎、名簿作成など 11月 4日、8日、11日、15日 13：30～15：30 

③デジタルカメラ活用術 文字入力、写真の保存・整理・編集など 11月 18日、22日、25日、29日 10：00～12：00 

④インターネット活用術 インターネットの基礎、文字入力など 11月 18日、22日、25日、29日 13：30～15：30 

活動紹介コーナー10 月のスケジュール 

   ☆平和を考える会 

    9月 30日（金）～10月 12日（水） 

    未公開写真 戦争の悲劇 

   ☆横須賀演劇鑑賞会 

    10月 13日（木）～10月 19日（水） 

    創立５０周年記念ポスター展 

 ☆三浦半島自然保護の会 

  10月 20日（木）～10月 27日（木） 

   会報誌の展示 

 ☆NPO法人 YMCAコミュニティサポート 

  10月 28日（金）～11月 10日（木） 

   児童虐待防止啓発活動紹介 

    

市民活動サポートセンターは、福祉、まちづくり、環境保全、国際協力、災害救援など、あらゆる分野の 

市民公益活動をサポートする施設です。活動のための打ち合わせや作業、情報発信・情報収集、他団体との 

交流の場としてご利用ください。（開館時間 9時から 22時 年末年始のぞき無休） 

  
初心者の方も 

安心！ 

募集期間 

10 月 1 日（土） 

～10 月 15 日（土） 

作業所販売スケジュール 
火曜日 10：00～15：00 作業所の販売があります。 

      陽だまり 11日、18日 

 

サポートセンターからのおしらせ 

市民公益活動を活性化するため、活動参加者にポイン

ト券を配付する『市民公益活動ポイント制度』の参加

団体を募集します。詳しくは 10月下旬ごろに配架する

募集要領をご覧ください。 

募集期間 10月 24日（月）～11月 6日（日） 

対  象 12月～3月の活動でポイント券交付または

寄付受領登録を希望する団体 

問合せ   横須賀市市民部市民生活課 

       ℡046-822-9699 

 

市民公益活動ポイント制度参加団体募集（第 3回） 

①市民協働推進補助金：対象事業は、団体が単独で

実施する、市民を対象とした公益的な事業。自己資

金が補助対象経費の 20%以上を占めるもの。 

補助金額は上限 50万円。 

②企画提案型市民協働モデル事業：市と団体が地域

課題の解決に向けて一緒に取り組む協働企画。 

年間上限 40万円を最長 3年間市が負担。 

募集期間 10月 20日（木）～12月 26日（月） 

説明会   ＊事前申込制 

10月 24日（月）14：00～15：30  

市役所 3階 302会議室 

     10月 25日（火）18：30～20：00  

総合福祉会館 5階 第 2研修室 

問合せ  横須賀市市民部市民生活課 

      ℡046-822-9699 

 

       

 

  

           

平成 29年度市民協働推進補助金・企画提案型 

市民協働モデル事業 企画募集 

 


