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健康づくり、歩くことから、始めよう！ 
予約不要。希望者は直接集合地へ。 

●ゆっくり悠遊ウオーク 
 横浜金澤七福神（パート２）5.5 ㎞（団体歩行） 

日 時 1 月 14 日（火）9：50～12：15 頃 
集 合 9：50 までに 京急富岡駅改札前 
参加費 500 円    持ち物 飲料、帽子 
●ウオーキング教室 
正しい姿勢、歩き方、あなたに合った歩き方を丁寧に
教えます。雨天中止 
日 時 1 月 25 日（土）9：50～14：00 頃 
集 合 9：50 までに横須賀中央駅改札前 Y デッキ 
受講料 500 円  
持ち物 飲料、弁当、大きめの敷物、帽子 
問合せ ヨコスカ ウオーキング協会 
     ℡ 080-3545-7022 村上 
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ゆっくり悠遊ウオークと 
ウオーキング教室 募集 

※参加費の掲載がない場合は無料です。 

 

 1/25 
あなたは自分に合った片づけ方を知っていますか？ 
整理収納アドバイザーと一緒に自分にピッタリの片づ

け方を見つけませんか？ご家族での参加も大歓迎。 
日 時 1 月 25 日（土）14：30～15：30 
場 所 まなびかん（生涯学習センター）5階  

第３学習室 
問合せ ヒトモノラボ 
    ℡ 080-9521-0145 石渡 

 
 

★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 

 

 

のたろん通信 
1月号 2020年  

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、勉強会や自分たちで考えた企画

（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）を行っています。他の市の「本人会」とも

交流しています。集合場所に一人で来られる人、他人に

迷惑をかけず体調に合わせて参加できる人が対象です。

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。ボランティアさんも募集中。ふだんの

生活で困っていることを話し合うなど楽しく盛り上が

っています。見学も可能です。 

問合せ 横須賀本人会トゥモローカエル  

    ℡ 090-1856-8219 小山 

 
 

2月 7日（金）、2月 8日（土）、2月 9日（日） 

のたろんフェア 2020開催に伴い、閉館時間を 

22：00から 20：00に変更いたします。 

閉館時間変更のおしらせ 
 

メンバー・ボランティア募集 

わたしの片づけ癖を 
発見しよう 

市民活動団体による歌やダンスなどの発表、横須賀キャ

ラクター登場などで「のたろんフェア」を PRします。 

①日 時  1月 26日（日）11:00～14:00 

場 所  横須賀中央駅 Yデッキ下広場 

②日 時  2月 8日（土）11:00～14:00 

場 所  リドレ横須賀 

問合せ 市民活動サポートセンター   

℡ 046-828-3130 小澤・山本 

 

のたろんフェア 2020 PR イベント 

 

 

サポートセンターからのおしらせ 

2/2
日 

早春の星空観察会  

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、オリオン大星雲などを観察します。 

ksao.yumesora.net「天体観測室友の会」で検索を。
日 時 2 月 2 日（日）18：15～20：00 
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 雨天曇天中止 
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 

 

 



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 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

★対象：市民活動や町内会・ＰＴＡ役員など地域でボランティア活動をしている方、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（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回 6,500円（テキスト代込） ●場 所 市民活動サポートセンター 

☆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 2月 14日、18日、21日、25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 2月 14日、18日、21日、25日 13：30～15：30 

○陽だまり (10：00～15：00) 
       9日（木）・16日（木）・23日（木）・30日（木）  
○スペース・ほっと(10：00～16：00) 
       15日（水）・17日（金）・22日（水）・24日（金） 

29日（水） 
○ぶどうの木  (13：00～15：00）   

14日（火）・21日（火）  

 

 

 

 

 

 

 

 

作業所販売スケジュール       
 

フロントエリア 

 ☆横須賀でも中学校給食を実現する会 
「え！中学校給食に防衛費が使われる！？」 
12月 1日（日）～12月 14日（土）  

   
  

 

 

 

 

サポートセンターからのおしらせ 

活動紹介コーナー1 月の展示スケジュール 

 

☆横須賀日中友好協会 
「近隣 4ヶ国児童絵画展示」 

1月 5日（日）～1月 11日（土） 
☆横須賀ユースホステル協会 
「ユースホステル活動紹介」 

1月 12日（日）～1月 25日（土）  
☆のたろんフェア 2020実行委員会 
「のたろんフェア 2020 PR展示」 

1月 26日（日）～2月 6日（木）  
 

センターエリア 

 

対 象  市内在住、在学、在勤の高校生以上 

日 時  2月 6日（木） 9：00 ～ 13：00 (備品搬入)   

2月 7日（金）15：45 ～ 19：00 (会場設営) 

2月 8日（土） 8：30 ～ 16：30 

 (会場準備、各役割担当) 

2月 9日（日） 8：30 ～ 16：30  

(会場撤去、各役割担当) 

2月 12日（水） 9：00 ～ 13：00 (備品返却) 

※上記のうち可能な時間帯で参加できます。 

交通費、昼食費は自己負担。 

★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。 

問合せ 市民活動サポートセンター   

℡ 046-828-3130 小澤・山本 

 

       

 

       

 

  

           

のたろんフェア 2020 運営ボランティア募集 

 

 

サポートセンターの利用制限について 

 のたろんフェア 2020開催に伴い、利用制限を行います。 

2月 7日（金）16：00～2月 9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。 

募集期間 

1 月 4 日（土） 
～ 1 月 20 日（月） 

☆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。 

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 

フロントエリア 

 ☆NPO法人 YMCAコミュニティサポート 
「国際・地域協力募金の活動紹介」 

1月 4日（土）～1月 11日（土） 
☆のたろんフェア 2020実行委員会 
「のたろんフェア 2020 PR展示」 

1月 12日（日）～1月 25日（土） 
☆横須賀ヤト活倶楽部 
「ヤト活！（2019）の活動報告」 

1月 27日（月）～2月 6日（木） 
 
 
 
 
  
  

 

 

 

 

◆グリーンハイツ「ゆいの広場」   

《認知症カフェで、お年寄りの話を聴くボランティア》   

ゆいの広場「ら・らら」では、認知症の人もそうでな
い人も、地域の中でいつまでも一緒に暮らして行ける
ように、月に一度（第３土曜日 13 時半～15 時）生演
奏を聞いたり、歌を歌ったり、大学の先生や介護の専
門職の方のお話を聞くなどしています。カフェタイム
では自由におしゃべりをします。学生さん、社会人の

方などボランティアさんのご参加大歓迎です。  
  担当 石塚  ℡ 080-8839-4699 

ボランティア情報 
 

      
 


