
北下浦みんなの家の屋上に設置された天体望遠鏡

で、月、オリオン大星雲、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 3 月２5 日（日）18：15～20：15 
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 

 

 
講師に（一社）倫理研究所理事 金城えい子氏を迎え、

生活をよくするための考え方等などについてお話を伺
います。 
日 時 3 月 17 日（土）10：00～11：30 
場 所 産業交流プラザ 第 2 研修室 

問合せ 家庭倫理の会 横須賀市 
℡ 090-1218-0352 日沼 

 

 

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 

 

 

3月号 

※参加費の掲載がない場合は無料です。 

 

2018年  

春の星空観察会  

東日本大震災は平成 23 年 3月 11 日に発生してか

ら 7 年が経ちます。我が事業所は「1日も早い復興を」

と思い、被災地の商品販売を続けてきました。 

本年も多くの方々の来店をお待ちしております 

日 時 ３月 11 日（日）10：00～15：00 

場 所 市民活動サポートセンター内 

問合せ ＧＡＹＡ（我舎）横須賀  

    ℡ 046-828-3776 島田 

 
 

ＧＡＹＡ（我舎）横須賀 

東北復興活動販売会 

ＲＩＮＲＩ生涯学習セミナー 
テーマ「明るい心 明るい人生」 

メンバー・ボランティア募集 

横須賀本人会トゥモローカエルでは、障がい者（知的）

の人が月一回集まり、話し合って行事ややりたいことを

決めています。今までバス旅行、ボーリング、カラオケ、

ハイキング、バーベキュウ等を実施しました。他の地域

の方との交流もしています。今、困っている人や仲間や

友達を増やしたい人のご参加お待ちしています。精神や

他の障がいをお持ちの方で、自分で責任が持てる方を歓

迎します。ボランティアさんも募集中。なかよく楽しく

活動しているのでメンバーもボランティアさんも一緒

に楽しめます。見学もできます。 

問合せ 横須賀本人会トゥモローカエル  

    ℡ 090-1856-8219 小山 

 
 

朝の子ども食堂 

あさながや、はじめます。＆お手伝い募集 
  しっかり食べて、学校に通ってもらいたい。様々な理

由で朝ごはんを食べていない子どもやお菓子などで済

ませる子どもが増えているといいます。 

そこで、よこすかながやでは、朝の子ども食堂「あさな

がや」を始めます。 

実施日 平日 

（土日・祝日および小学校・中学校の休校日はお休み） 

場 所 よこすかなかながや 池上 4-5-11 

☆朝 6 時から 8 時 30 分にお手伝いいただける方を 

募集しています。 

問合せ よこすかなかながや  

    ℡ 080-3445-7636 和田 

 
 

春休みプログラミング教室  

３歳以上のひらがなが読める幼児・小学生対象の教室

です。講師は SMILE  LABO プログラミング教室で学

んだ小学生。自分の描いた絵を自由に動かせるワクワク

するプログラミングを体験できます。 

日 時 4 月 1 日（日）10：00～11：00 

場 所 市民活動サポートセンター 

定 員 ８名（先着順） 

問合せ SMILE  LABO  

    ℡ 080-5694-7369 高橋 

 
 



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。 

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（日）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 

4月  3日、 6日、10日、13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 4月  3日、 6日、10日、13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） 

4月 17日、20日、24日、27日 10：00～12：00 

④エクセル中級編 
（エクセルの基本操作ができる方対象） 

データ整理・活用、表計算の応用・関数、 

図表作成など 

4月 17日、20日、24日、27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 

4月 7日、14日、21日、28日 10：00～12：00 

活動紹介コーナー3 月のスケジュール 

 

サポートセンターからのおしらせ 

☆のたろんフェア 2018実行委員会 
   2月 23日（金）～3月 5日（月） 
  のたろんフェア 2018 報告展示 
☆横須賀市市民部市民生活課 

3月 6日（火）～3月 19日（月）  
  よこすか元気ファンド登録団体活動紹介展示 

☆たんぽぽの会 
   3月 20日（火）～3月 25日（日） 
  自閉症児・者作品展 
☆すかっ子セミナー実行委員会 
   3月 26日（月）～4月 8日（日） 
  すかっ子セミナー2017の活動報告 

 

 

 

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） 

 
わかりやすい！ 

と評判です 

募集期間 

3 月 1 日（木） 

～ 3 月 20 日（火） 

○ＧＡＹＡ（我舎）横須賀   11日（日）10：00～15：00 

○陽だまり      13日（火）・20日（火） 10：00～15：00 

○スペース・ほっと          28日（水） 10：00～15：00 

 

 

作業所販売スケジュール 
 

      
 

市民協働のまちづくりを積極的に推進している横須賀

市では、市民の創意を活かしたまちづくりを行うため、

企画提案型の市民協働推進補助制度と市民協働モデル

事業を実施しています。平成 30年度の対象企画を選考

するため、市民公益活動団体による提案企画の公開プレ

ゼンテーションを行いますので、ぜひご覧ください。 

日 時 3月 8日（木）9：30～15：10 

場 所 ヴェルクよこすか 6階 第 1会議室 

その他 入場自由・詳細は市 HPをご覧ください。 

問合せ 横須賀市市民部市民生活課 

     ℡046-822-9699 

平成30年度市民協働推進補助金・ 

市民協働モデル事業公開プレゼンテーション 

 


