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８月からコロナ対策・熱中症対策をしてのウォークで
す。短い距離ですが楽しんで歩きましょう。 

 
日 時：８月９日（日）８時 30分～１１時 00分頃 
集 合：午前 8時 30分 ヴェルニー公園 
コース：ヴェルニー公園～三笠公園～うみかぜ公園～横
須賀中央公園～横須賀中央駅 
解 散：午前 11時 00分頃 横須賀中央駅 
参加費：会員 200円/他協会員 300円 

一般 500円（誰でも参加できます） 
問合せ：℡ 090-1264-2541（横須賀歩け 前川） 

 海の手半島ふれあいウォーク！ 

  早朝海辺の公園めぐり 
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学ぶ英語講座 

洋画音楽 
から楽しく 
 
 

8/19 
 

ファスナー付パッチワーク 
キルトポーチ講座（2 回講座） 
  初心者さんからベテランさんまで楽しくポーチを作

ってみませんか。パッチワークを始めたい方、上達した
い方、誰かと一緒にものづくりを楽しみたい方、皆さま
のご参加をお待ちしています。 

 
日 時：8月 21日、28日（金）13時～15時 

 場 所：三浦市民交流センターニナイテ 
 講 師：横須賀パッチワーク・キルト協会 
参加費：２回で 500円 
定 員：10名 
持ち物：鉛筆、30㎝定規、はさみ 
問合せ：三浦市民交流センターニナイテ 

℡ 046-845-9919 
 

8/8 平和活動を広げよう 

8/26 
 

英語がわからなくても大
丈夫！映画の主題歌「ケセ
ラセラ」を題材に歌詞の意
味、英語表現をわかりやす
く解説します。 
 
日 時：8月 19日（水） 

10時～11時 
場 所：三浦市民交流 

センターニナイテ 
持ち物：筆記用具 
参加費：500円 
定 員：20名 
講 師：平田やす子 
問合せ：三浦市民交流 

センターニナイテ 
 ℡ 046-845-9919 

読み聞かせ会 
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戦後７５年、今伝えなければいけないこと 

 未来を生きるすべての人々のために、平和を願う 
２つの市民活動団体が、三浦半島内の地域で進めてい
る平和活動について語ります。 

 
日 時：8月 8日（土）13時～14時 
場 所：三浦市民交流センターニナイテ 
講 師：三澤幸子（被爆体験を語り継ぐ会） 

加藤和之（ピースネットワーク横須賀 orizuru） 
対 象：ご興味のある方はどなたでも 
参加費：無料 
定 員：20名 
問合せ：三浦市民交流センター  ニナイテ 

℡ 046-845-9919 
 

私たちの法人は、何らかの理由で学校に行っていない
中学生を全力で応援しております。 
この度、保護者の方・お子さまが、ご一緒に参加でき

る合同相談会を開催いたします。個別相談では専任のカ
ウンセラーや、教職経験のある講師が対応します。 

 
日 時：8月 8日（土）13時～15時 
会 場：横須賀総合福祉会館 ５階 第 2研修室 
内 容：①全体説明会 ②個別相談会 
対象者：中学校に在籍中で何らかの理由で登校することが

難しい生徒及び保護者の方 
問合せ：NPO法人こども夢サポートセンター事務局 

℡ 046-876-7151  
担 当：小須田（こすだ）または石渡（いしわた） 

月・水・金の 10時～12時ご連絡ください。 
※感染対策のため、当日はマスクの着用をお願いします。 

 

フリースクール（不登校） 
こどもの夢 説明会 

絵本の読み聞かせから英語
を自然に楽しく身につけま
す。お家で過ごす生活の中に
英語を楽しく取り入れましょ
う。 
 
日 時：8月 26日（水） 

   10時～11時 
場 所：三浦市民交流 

センターニナイテ 
講 師：平田やす子 
参加費：500円 
対 象：1 歳児～未就学児の
お子さんと保護者の方 
（大人の方のみも参加可） 
問合せ：三浦市民交流 

センターニナイテ 
℡ 046-845-9919 

メンバー・ボランティア募集 
 

募集 

★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 

 
 
※参加費の掲載がない場合は無料です。 

 

当会では、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、カラオケ
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 
メール obj6dz55385131c@softbank.ne.jp 

8月号 2020年  

のたろん通信 

8/21.28 

 

英語の絵本の 

 



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 

💻Zoom（ズーム）をやってみよう！！💻 
 

 

  

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
★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 9月  4日、 8日、11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  4日、 8日、11日、15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 9月 17日、21日、24日、28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 9月 17日、21日、24日、28日 13：30～15：30 

「オンライン会議ってどうやるの？」「興味はあるけど、どうやっていいかわからない」という  

市民公益活動団体の方を対象に体験講座を開催します。 

サポートセンターからのおしらせ 

【日 時】  8月 24日（月）10：00～12：00 

【対 象】  市民公益活動団体の方 

【定 員 ・ 参 加 費】  5 名程度（応募者多数の場合は抽選）・無料 

【場 所】  市民活動サポートセンター 

【持 ち 物】  ノートパソコン・イヤフォン  

※事前にメールをお送りしますので、パソコンでメールが使えることが条件になります。 

【申 込 み】横須賀市立市民活動サポートセンター  
        電話または E-mailにてお申込みください。 

 
 

             

 

 

～～必要事項～～ 
○団体名 ○参加者名  〇ご住所
○TEL   ○E-mail   〇使用 OS 

 

 

☎046-828-3130 
✉ info@yokosuka-supportcenter.jp  

 

 

締切 8 月１７（月） 

募集期間  

8 月 1 日（土） 
～ 8 月 20 日（木） 

 

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 20日（木）18：30～20：00 

場 所 市民活動サポートセンター 

 

 

サポートセンター運営懇話会のお知らせ 

オンライン会議体験講座 

○陽だまり (10：00～15：00) 
       6日（木）・13日（木）・20日（木）・27日（木）  
○スペース・ほっと(10：00～16：00) 
         5日（水）・  12日（水）・19日（水）・26日（水） 

 

🍬作業所販売スケジュール🍬 

活動紹介コーナー8 月の展示スケジュール  

 

☆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。 

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） 

◎センターエリア 

 ☆原水爆禁止横須賀協議会 
「原爆展」 
7月 25日（土）～8月 7日（金）  

☆平和の語り部プロジェクト 
「～東京湾要塞生誕 140年～そうだったのか‼観音崎砲台」 

8月 8（土）～8月 21金） 

  ◎フロントエリア 

 ☆YMCAコミュニティサポート 
「全国平和週間プログラム 2020」 

7月 25日（土）～8月 7日（金） 
☆新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ関連支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄよこすか実行委員会 
「活動紹介」 

8月 8（土）～8月 21（金）   
☆平和の語り部プロジェクト 
「～東京湾要塞生誕 140年～そうだったのか‼観音崎砲台」 

8月 22（土）～9月 4（金） 

 

 
   

  
 

 

 

 


