
どぶ板通り周辺で開催する「トモダチジャズ」のスタ
ッフを募集します。どちらかの日程の説明会に参加を。 
日 時 11 月 3 日（金）4 日（土）5日（日） 

10：00～21：00 の間で 6 時間シフト制 
活動内容 会場整理、舞台準備、写真動画撮影など 
説明会日時 第１回 10 月  7 日（土）18：00～ 

第２回 10 月 14日（土）18：00～ 
説明会会場 市民活動サポートセンター 
応募方法  公式サイト申込みフォーム

http://tomodachi-jaz.jp あるいはＦax で 
     ※15 歳以上の方に限ります。 
問合せ 一般社団法人ヨコスカ・ジャズ協会 
      Fax 046-824-8367  

℡  080-4473-0550 亀崎 

 

 

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。演奏曲目は、古典「秋
の言の葉」「ままの川」、現代曲「つち人形」「谺の詩」 
他１７曲。 
日 時 10 月 22 日（日）12：00～16：25 
場 所 横須賀市文化会館 大ホール 
問合せ  横須賀三曲会 

℡ 046-861-1058 赤荻 

 

 

横須賀周辺のボランティア・市民活動情報 

  

                

 

 

 

 

 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

横須賀トモダチジャズ 2017 
ボランティアスタッフ募集 

 

16 ミリ映写機操作技術おさらい会  

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。 

 

2017年  

認定証を活かして地域活動をするために、16ミリ
映写機操作技術に習熟することを目的とする。お話と
操作実習（フィルムのかけ方、ランプの交換、特殊レ
ンズの使い方など）。申込は 10 月 18 日（水）までに
電話または Fax で。 

日 時  10 月 21 日（土）9：40～12：30 

場 所  中央図書館 ３階 第２会議室 
対 象 16 ミリ映写機操作技術認定講習会修了者 
持ち物 認定証取得講習会時のテキスト 
問合せ 16 ミリ試写室   松澤 
℡ 090-2901-0862  Fax  046-849-1942  

 

 

 

 

希望者は直接集合地へ。雨天決行。自由歩行。 
日 時 10 月 8 日（日） 

9：00～①14：00 ②15：00 
コース 油壷→うらり→城ヶ島公園→城ヶ島大橋→

①三崎港バス停 ②飯盛仲田公園 
集 合 8：50～9：20 潮風スポーツ公園 

（京急三崎口駅歩 10分） 

参加費 500 円 
持ち物 弁当、飲料、帽子   
問合せ ヨコスカ ウオーキング協会 
     ℡/ Fax 046-842-6117 川島 
     mail  nono19ka@yahoo.co.jp 

 

第 70 回横須賀市民文化祭参加  
「三曲発表大会」 

 

県立都市公園巡りシリーズ 
「城ヶ島公園（＃07）」①15 ㎞ ②19 ㎞ 

障がい者も高齢者も同じようにスポーツ・レクリエ

ーションを楽しめる社会の実現を目指しています。 

平成 29 年度の新曲は「大空と大地の中で」「こんにち

は赤ちゃん」「たき火」。どなたでも参加できる車椅子レ

クダンスの踊り方の講習会です。 

日 時 10 月 22 日（日）14：00～16：00 

13：50 受付開始 

場 所 横須賀市総合福祉会館 7階 第 1 音楽室     

問合せ 認定 NPO 法人日本車椅子レクダンス協会 

     ℡ 080-5405-6714 但馬（タジマ） 

 

 

車椅子レクダンス 
平成 29 年度 新曲講習会 

出演は古今亭菊千代、ニックス他。友の会会員も募集中。 

日 時 10 月 22 日（日） 

12：30開場  13：30 開演 

場 所 ヴェルクよこすか     

参加費 2000 円（前売り 1800 円）  

    友の会会員は 1500 円 

    （収益の一部は社会福祉協議会に寄付します。） 

問合せ 横須賀落語愛好会 

     ℡ 046-824-7012 西村 

 

 

第 37 回 横須賀福祉寄席 
粋な女流の会 

 
 



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 

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（水）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 

11月  2日、 7日、10日、14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 11月  2日、 7日、10日、14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） 

11月 17日、21日、24日、28日 10：00～12：00 

④パワーポイントを学ぼう 
（PC基本操作ができる方対象） 

文字・写真入力、プレゼン資料作成など 11月 17日、21日、24日、28日 13：30～15：30 

⑤Windows10で始める 

初心者向け講座 

ウィンドウズ 10 の機能と基本を知ろう 

など 

11月 4日  11日、18日、25日 10：00～12：00 

○あんしん農園    11月 4日（土）10：30～13：30 

活動紹介コーナー10 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） 

○陽だまり  10日（火）・17日（火）10：00～15：00 

○スペース・ほっと      25日（水）10：00～15：00 

 

 

 
初心者向け講座 

充実しました！ 

募集期間 

10 月 1 日（日） 

～ 10 月 20 日（金） 

作業所販売スケジュール 
 

      
 

NEW 

市民公益活動に参加した人にポイント券を配付して 

市民公益活動を活性化する「市民公益活動ポイント制度」

の参加団体を募集します。 

募集期間 10月 23日（月）から 11月 5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 

決  定 審査を経て 11月下旬に決定します 

応募方法 申請書類を市 HP等から入手し 

市民活動サポートセンターへ提出 

     （窓口持込み、郵送、FAX、メール可） 

問合せ   横須賀市市民部市民生活課 

       ℡046-822-9699 

 

サポートセンターからのおしらせ 

☆横須賀市立市民活動サポートセンター 

10月 1日（日）～10月 14日（土）  

   夏の市民活動・ボランティア体験報告展示 

☆知的障害者地域支援ネットワーク 

10月 16日（月）～10月 27日（金） 

 知的障がい者理解のためのパネル展示 

☆NPO法人 YMCAコミュニティサポート  

10月 28日（土）～11月 10日（金） 

 ハッピーのたろんプロジェクト  

児童虐待防止について 
 

  

 

 

 

 

 

市民公益活動ポイント制度 

参加団体募集（第 3 回） 


