
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、木星、アルビレオ（二重星）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 ８月２７日（日）19：00～20：30 

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 

 

 

横須賀美術館を舞台にしたファンタジーです。

日 時 ８月 19 日（土） 

①13：00 開演 ②17：30 開演 

８月 20 日（日）   13：00 開演 

※開場は開演の 30 分前 

場 所 横須賀市はまゆう会館ホール 

料 金 大人   1700円（2000 円） 

中高生 1000 円（1300 円） 

小学生 800 円（800 円） 

※（）内当日券料金。未就学児無料。 

問合せ/申込み 横須賀市民ミュージカルを作る会

（SUKA ミュー） 

   メール sukamyu.ticket@gmail.com  山崎 
 

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 

 

 

8月号 

※参加費の掲載がない場合は無料です。 

 

2017年  

片マヒという障がいを持ちながらも、くじけず
前向きに活動しています。どのような会員がいるかを
知ってください。学習会では、いつ起こるか分からな
い脳卒中についてお話します。バス旅行の準備も行い
ます。事前申込不要。 
日 時 8 月 27 日（日）13：00～15：00 
場 所 横須賀市立市民活動サポートセンター         
問合せ よこすか片マヒ希望の会 
     ℡ 046-825-7837 妻沼 

 

片マヒ希望の会 学習会 

夏の星空観察会  

オモチャ作り体験 

CCF 書展 

ま 

接客、清掃などショップ内業務全般をお願いしま

す。ボランティア体験を通して、海外国内支援に参加で

きます。期間中１日だけでも数時間でもＯＫ。希望者は

電話、FaxまたはＥメールで。 

期 間 8 月 17 日（木）～8 月 31日（木） 

場 所 WE ショップ 北久里浜店 

対 象  高校生、大学生 

問合せ 認定 NPO 法人 WE21 ジャパンよこすか 

     ℡＆fax 046-837-1788 馬賀 

 メール  we21japan-yokosuka＠wish.ocn.ne.jp 

 ショップ内ボランティア 

耳の聞こえない人とお話ししてみませんか？ 

大人、子ども関係なく興味を持ったときからすぐ始めら

れます。事前申込不要。 

日 時 8 月 3 日（木）・8月 17 日（木） 

8 月 24 日（木）・8 月 31日（木） 

18：30～20：00 

場 所 横須賀市立総合福祉会館 ４F 第３活動室 

持ち物 筆記用具 

問合せ 横須賀手話勉強会 ひまわり会 

     ℡＆fax  046-853-2778  鈴木 

 
 

手話で自己紹介してみよう！ 

 
 もの作りをしたことがない人、ある人、それぞ

れの参加者に合わせて、簡単なオモチャを作り、もっ

て帰ります。事前申込不要。 

日 時 8 月 10 日（木）13：00～15：00 

８月 17 日（木）10：00～12：00 

８月 24 日（木）13：00～15：00 

場 所 青少年会館 

持ち物 筆記用具、はさみまたはカッター 

問合せ 手作りオモチャの会 

      ℡ 046-835-9602 沖 

 

 

 

 

 
横須賀市民ミュージカル 2017 

Here’s your World！～横須賀美術館の夜～ 



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 

市民活動に役立つ 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、町内会・ＰＴＡ役員、市の事業等にボランティア登録して 

いる方対象の講座です。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。 

①②③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 6,500円（テキスト代込）    ●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  ＊応募多数の場合は抽選。25日（金）頃までに担当者より連絡します。 

＊申込みが 1名の場合でも開催します。 

  ●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。 

  ＊注 意  開催決定後の自己都合によるキャンセルは受講料全額お支払いいただく場合があります。 

日程などをよく確認し、お申し込みください。 

☆使用 OS・アプリケーション：Windows10, office2016   
  

講 座 名 内 容 日 時 

①ワード活用術 文字入力、文章編集、保存、チラシ作成

など 

9月 5日、 8日、12日、15日 10：00～12：00 

②エクセル活用術 数値入力、表計算基礎、住所録作成など 9月 5日、 8日、12日、15日 13：30～15：30 

③デジタルカメラ活用術 写真の保存・加工・編集など 

※デジタルカメラ持参（携帯電話不可） 

9月 19日、22日、26日、29日 10：00～12：00 

④パワーポイント活用術 文字・写真入力、プレゼン資料作成など 9月 19日、22日、26日、29日 13：30～15：30 

⑤パソコンから  

Facebookをはじめよう 

Facebook作成、Facebookを安心して 

楽しむため など 

9月 2日  9日、16日、30日 10：00～12：00 

活動紹介コーナー8 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） 

作業所販売スケジュール 

あんしん農園     2日（水）・ 5日（土）10：00～14：00 

陽だまり       8日（火）・15日（火）10：00～15：00 

スペース・ほっと   23日（水）10：00～15：00 

 

サポートセンターからのおしらせ 

☆平和を考える会 
8月 1日（火）～8月 10日（木）  

  戦争と平和 
☆よこばい歩きの会 

8月 18日（金）～8月 27日（日） 
 漂着物を使った作品の展示 

  

 

 

 

 

 

 
わかりやすいと 

評判です！ 

募集期間 

8 月 1 日（火） 

～ 8 月 20 日（日） 

 

市民公益活動団体が開催するイベントで市民活動やボ

ランティアの体験ができます。横須賀市内及び近郊で

様々なイベント、講演会、学習会が行われますので、

是非ご参加ください。期間は 8月 31日（木）まで。 

詳細は市民活動サポートセンターなどで配布する冊子

をご覧ください。 

問合せ 市民活動サポートセンター 

     ℡ 046-828-3130 山本 

 

 

 

サポートセンター運営懇話会のお知らせ 
 

サポートセンターの運営について話し合います。 

傍聴希望者は当日 5分前までに受付へ。 

日 時 8月 17日（木）18：30～20：00 

場 所 市民活動サポートセンター 

 

 

夏の市民活動・ボランティア体験 2017 

開催のお知らせ 


