
閉館時間変更のおしらせ 
 

北下浦みんなの家の屋上に設置された天体望遠鏡で、

月、金星、すばる、オリオン大星雲などを観察します。

（雨天曇天中止） 

ksao.yumesora.net「天体観測室友の会」で検索を。 

日 時 1 月 8 日（日）18：00～20：00 

2 月 5 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 

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 

 

 

サポートセンターの利用制限について 

 

横須賀で依存症者の社会復帰に向けた取り組みを実践

してきたＧＡＹＡ（我舎）横須賀が、4 月からＮＰＯ

法人ＳＵＮへ移籍することになりました。再出発の記

念と活動資金獲得のため絵画展を開催します。ピカソ、

シャガールから東山魁夷、平山郁夫まで 120 余点を展

示。会期中毎日ジョルディ・イセアン画伯のサイン会

も実施します。 

日 時 1 月 14 日（土）～1 月 16 日（月） 

10：00～18：00 

場 所 横須賀市はまゆう会館  

問合せ ＧＡＹＡ（我舎）横須賀 

℡ 046-828-3776 島田 

 

 

のたろんフェア 2017 

 

 

横須賀周辺のボランティア・市民活動情報 

  

                

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  

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 

 

 

1月号 

※参加費の掲載がない場合は無料です。 

 

（旧 情報広場） 

1/20 

2017年  

希望者は直接集合地へ。雨天決行。 

「三戸海岸から富士を望む」５km 

日 時 1 月 10 日（火）10：00～12：20 頃 

コース 三浦市農協→三戸海岸→光照寺 

→御用邸道路→京急 三崎口駅 

集 合 9：30～9：50 京急 三崎口駅 改札口 

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 

 

1/10 ゆっくり悠遊ウオーク 

2月 10日（金）、2月 11日（土）、2月 12日（日） 

のたろんフェア 2017開催期間中、閉館時間を 

22：00 から 20：00に変更いたします。 

冬の星空観察会  1/8 
2/5 
 

 

のたろんフェア 2017開催期間中は利用制限を行います。 

2月 10日（金）17：00～2月 12日（日）18：00 

予約および通常利用ができません。 

印刷機１台、コピー機のみ利用可能です。 

童謡・唱歌・オペラ歌曲・世界の歌など、オペラ歌手の

指導で一緒に歌いましょう。 

通常の歌声喫茶は、毎月第 1(金)10 時～開催。詳しく

はお問い合わせください。 

日 時 1 月 20 日（金）10：00～11：40 

             9：45より入場可 

場 所 地球堂靴店 3 階ホール(京急横須賀中央駅徒歩 4 分) 

参加費 1100 円(お茶菓子・歌集代含む)※先着 80 名 

問合せ ヨコスカ歌声の会事務局 

     ℡ 046-844-0981 神津 

 
 

オペラ de 歌声喫茶  
宮本史利と共に歌おう！ 

サポートセンターからのおしらせ 

●運営ボランティアを募集しています 

2月 10日（金）～2月 13日（月）のうち可能な時間で参

加できます。詳しくは市民活動サポートセンターや行政

センターなどにあるチラシをご覧ください。 

●プレイベント 

市民活動団体による歌やダンスなどの発表、横須賀キャ

ラクター集合など。 

日 時  1月 28 日（土）10:20～16:00 

場 所 ショッパーズプラザ横須賀２階センターステージ 

問合せ 市民活動サポートセンター   

℡ 046-828-3130 小澤・山本 

 

1/14 
～1/16 
 

 

現代国際巨匠絵画展  



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 

市民活動サポートセンター 
運営懇話会構成員募集 

 

ＮＰＯのための講習会 
市民活動のための人が集まる“講座”と 

“チラシ”の作り方講座 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） ※1月 20日（金）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 2月 3日、 7日、10日、14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 2月 3日、 7日、10日、14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 2月 17日、21日、24日、28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 2月 17日、21日、24日、28日 13：30～15：30 

活動紹介コーナー1 月のスケジュール 

 

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 

1 月 4 日（水） 

～ 1 月 15 日（日） 

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 10日、17日 

 

サポートセンターからのおしらせ 

☆横須賀市役所 市民部人権・男女共同参画課 

～１月 5 日（木）  

  性的マイノリティパネル展示 

☆横須賀ユースホステル協会 

   1月 8日（日）～１月 21日（土） 

  ユースホステル活動の紹介 

☆のたろんフェア 2017実行委員会 

   1月 27日（金）～2月 9日（木） 

  のたろんフェア 2017 PR展示 

 

市民活動サポートセンターの運営について考える懇話

会の構成員を募集します。選任後は氏名が公表されま

す。募集人数は 14名（選考による）。会議は年 4回程度。

任期は 4月 1日から 2年間。希望者は 2月 20日（月）

までに、サポートセンターや各行政センターにある応募

用紙にご記入の上、郵送またはファクス、メールにて応

募ください。応募用紙は市のホームページからもダウン

ロードできます。 

問合せ 横須賀市市民生活課 ℡ 046-822-9699 

応募先 〒238-8550小川町１１横須賀市市民生活課 

     Fax 046-821-1522 

E-mail:shimin-kyodo@city.yokosuka.kanagawa.jp 

      

 

 

市内で活動する市民公益活動団体の方対象の講座です。

講師は NPO法人男女共同参画おおたの坂田静香氏。 

希望者は１月 11日（水）から 2月 17日（金）までに 

団体名、参加人数、参加者全員の氏名を、電話または 

ファクス、メールでお申し込みください。 

日 時 2月 25日（土） 10時～16時 

場 所 総合福祉会館 5階 第 2研修室 

申込先 横須賀市市民生活課 

        ℡ 046-822-9699   Fax 046-821-1522 

E-mail:shimin-kyodo@city.yokosuka.kanagawa.jp 


