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3月号 

ピアニカを楽しみませんか？ 

※参加費の掲載がない場合は無料です。 

 

2020年  

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 

 

 

毎月第 1・第 3 火曜日にピアニカの練習をしていま

す。楽譜が読めなくても大丈夫！自分たちのレベルに

合わせ親切丁寧に教えていただけます。見学もOK！ 

日 時 3 月  3 日（火）10：00～12：00 

3 月 17 日（火）10：00～12：00 

場 所 総合福祉会館 7階音楽室 

参加費 １回あたり 1000 円 

問合せ さくらの会 ピアニカ（音の木） 

     ℡ 046-823-8631  河口 

 

3/3 

3/17 

 
 

 

ハンドベルを一緒に楽しみませんか？見学希望の方

もぜひお越しください。 

日 時  3月24日（火）9：00～13：00 

場 所  総合福祉会館 7階 第 2 音楽室 

参加費 800 円 

問合せ さくらの会 ハンドベル 

℡ 046-851-5097 細川 

 

 

 

 

 3/24 ハンドベルを楽しもう！ 

3/29
日 

天体観測室利用者講習  

北下浦みんなの家に設置された天体望遠鏡を、個人

利用される方のための講習です。２回の講習を終える

と天体観測室の利用ができます。 

ksao.yumesora.net「天体観測室友の会」で検索を。

日 時 3 月 29 日（日）17：00～18：30 

場 所 北下浦みんなの家 天体観測室・会議室 

対 象 高校生以上 定員 4 名 ※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 

 
 
☆コロナウイルス感染拡大対策のため、本紙掲載のイベントなどが中止になる場合があります。 

開催の有無については、主催する各団体に事前にお問い合わせください。 

 

はじめまして。横須賀本人会トゥモローカエルで

す。軽い障がいの仲間が月一回集まって話し合いで企

画をして活動します。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 

 
 

メンバー・ボランティア募集 募集 

第 9回目となる今回のゲストは ①柴崎貞夫氏（シニ

アネット横須賀・ どんぐりの会） ②小久江とも子氏

（よこすかまちづくり市民の会）のお二人です。 

日 時 3月 15日（日）14：30～16：30 

場 所 市民活動サポートセンター 

対 象 市民活動に関心のある方なら、どなたでも 

問合せ/申込み 4Sクラブ 

℡ 046-828-3130 細田 

（横須賀市立市民活動サポートセンター内） 

いきいき市民塾 

～市民活動体験話を聞く会～ 

 

サポートセンターからのおしらせ 



市民活動に役立つ パソコン講座 

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 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
★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 4月  7日、10日、14日、17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  7日、10日、14日、17日 13：30～15：30 

③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 20日、23日、27日、30日 10：00～12：00 

④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 20日、23日、27日、30日 13：30～15：30 

サポートセンターからのおしらせ 

フロントエリア 

 ☆NPO法人YMCAコミュニティサポート 
「ピンクシャツデー啓発展示」 

2月 21日（金）～3月 5日（木） 
☆横須賀市市民部市民生活課 
「よこすか元気ファンド登録団体活動紹介展示」 

3月 6日（金）～3月 19日（木） 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

☆のたろんフェア 2020実行委員会 
「のたろんフェア 2020 報告展示」 

2月 22日（土）～3月 6日（金） 
☆被爆体験を語り継ぐ会 
「被爆についての調べ学習展示」 

3月 8日（日）～3月 21日（土）  
☆すかっ子セミナー実行委員会 
「活動発表」 

3月 23日（月）～4月 5日（日） 
 

活動紹介コーナー3 月の展示スケジュール 

 
センターエリア 

 

募集期間  

3 月 1 日（日） 
～ 3 月 20 日（金） 

 
わかりやすい！ 

と評判です 

令和 2 年度 
ロッカー・レターケースの利用団体募集 

作業所販売スケジュール       
 

○陽だまり (10：00～16：00) 

       5日（木）・12日（木）・19日（木）・26日（木）  

○スペース・ほっと(10：00～16：00) 

         4日（水）・11日（水）・14日（土）・18日（水） 

  25日（水）・27日（金） 

○ぶどうの木  (13：00～15：00）   

17日（火）・31日（火）  

 

 

 

 

 

 

 

 

☆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） 

◆みんなの宝石箱  
《歌で広げるシニアやすらぎの集い》   

シニア世代の方々の生きがいと健康維持のため、音楽

を通して全員で合唱し楽しい時間を共有しています。

歌謡曲、流行歌、演歌、昭和の名曲等をプロの講師が、

やさしく、ていねいに指導。毎回 120 名～150 名位の

方々が参加しています。全員で大きな声を出して合唱

しましょう！ ちょっと参加してみたいと思った方、

ご連絡をお待ちしています。  

 担当 藤野  ℡ 090-5525-1864 

ボランティア情報 
 

      
 

4月から利用を希望する団体は、当センターにある

申請書で 3月 1日（日）～3月 20日（金）までに当

センターへ。  1団体につきロッカーは、大小どち

らか 1個、レターケースは 1個まで。 応募多数の場

合は 3月 25日（水）10時、当センターで公開抽選

をします（市民公益活動団体として当センターに登

録してある団体優先）。 

使 用 期 間  4月１日（水）～ 2021年3月31日（水） 

年間使用料 ロッカー大（48個）3,840円 

      ロッカー小（72個）2,520円 

      レターケース（210個）無料 

問合せ 市民活動サポートセンター 

     ℡046-828-3130 沼崎 

 


