
横須賀周辺のボランティア・市民活動情報 
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 地域や社会の課題解決に取り組む事業や社会システ
ムの改革を目指してチャレンジする事業で、新たに立ち
上げたり展開したりする事業を対象に経費の一部を補
助する制度です。 
 
日 時：9 月 20 日（日）10：00～10：30 
場 所：三浦市民交流センターニナイテ 研修室 
講 師：神奈川県職員 
対 象：ご興味のある方はどなたでも 
参加費：無料 
定 員：20 名 
申込み・問合せ：三浦市民交流センターニナイテ 
        ℡046-845-9919 
 

9/28 

 

かながわボランタリー活動推進基金21説明会 

「ボランタリー活動補助金」を活用しよう！ 

 

 

 歩けの原点は先人弘法大師様が布教から始まりです。 
 四国に八十八カ所のお礼所の設定し相模國からとおく
行けない方のため、相模國準八十八ヶ所札所めぐりを設
定された。幾多の災難で大師様の安置場所の返還を偲び
歩きます。6 キロ          
                  
集合：午前 9 時 30 分 湘南台公園 

(相鉄線・小田急線・市営地下鉄、湘南台駅 5分) 

コース：～東泉寺～雲昌寺～自性院～成就院～本願寺 

解散：正午頃 湘南台駅（小田急線・相鉄・市営地下鉄） 

参加費：500 円（昼食は設けていません） 

問合せ先：090-1264-2541(横須賀歩け歩け協会 前川) 

9/20  
  湖東京至さん講演会＆消費税５％減税実現のために何

をするべきかの意見交換会。 
 赤ちゃんからお年寄りまで何と国民一人当たり 17 万
以上の消費税はどこに消えたのでしょうか？ 
「天下の悪税」と呼ばれる消費税について税のプロフェ
ッショナル、税理士の湖東京至（ことう・きょうじ） 
さんに語りつくしていただきます。 
 
日 時：9 月 12 日（土）午後 2 時より 
場 所：ヴェルクよこすか（勤労福祉会館）第一会議室 
参加費：1,000 円 
定 員：40人（感染予防のため定員を半分以下にします） 
   事前にご予約をいただければお席を確保させていた  
   だきます。コクチーズプロからも予約出来ます。 
主 催：立憲主義を守るよこすか市民の会 
連絡先：一柳方 umihiro@bc.mbn.or.jp 
Tel＆Fax：046-897-5561 
 

 消費税はどこへ消えた？ 
 

9/12 
 

ファミリーコミュニケーションウォーク② 

潮風を浴びて 

   

9/6 

「秋の小網代の森」 
お知らせの会 

  これから楽しめる秋の小網代の森の魅力、これから見
頃の「ハマカンゾウ」の花を三浦地域いっぱいに一緒に
広げるボランティア活動についてご紹介いたします。そ
の他、小網代の森についての情報など、耳寄りの情報が
満載です。 

 
日 時：9 月 20 日（日）14 時～15 時 30 分 

 場 所：三浦市民交流センターニナイテ 
 講 師：特定非営利活動法人 小網代野外活動調整会議 

総務理事 石川 紫穂 
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 
（小網代の森を訪ねるプログラムではありません） 

海の手半島ふれあいウォーク 2-1 

相模國準四国八十八カ所⑥ 

9/20 
 

パッチワーク・キルト作品展 
 

  
日 時：9 月 11 日（金）～14 日（月） 

9 時～21 時 
    （11 日のみ 13 時から／14 日のみ 17 時まで） 
場 所：三浦市民交流センターニナイテ 多目的スペース 
入場料：無料 
定 員：20 名 
主 催：横須賀パッチワーク・キルト協会三崎支部 
問合せ：協会事務局 ℡ 090-8310-2504 

 

のたろん通信 

9/11～14 

 

★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。 

 

 2020 年ファミリーウォークはコロナウイルス感染対
策と熱中症対策を行って、横須賀の海岸の公園を結んで歩
きます。（昼食時間は設けていません）5 キロ 
 
集合：午前 9 時 30 分 ヴェルニー公園 

(京浜急行 汐入駅 3 分・JR 横須賀線 横須賀駅 7 分) 

コース：ヴェルニー公園～三笠公園～うみかぜ公園～ 

    中央公園～横須賀中央駅 

解散：午前 11 時 30 分頃 横須賀中央駅(京浜急行) 

参加費：一律 300 円(高校生以下無料)(IVV押印します) 

問合せ先：090-1264-2541(横須賀歩け歩け協会 前川) 

 

 
「オリンピック・パラリンピック」 

9月号 2020年  

 マスク着用でお願いします 

マスク着用でお願いします 



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 10月  6日、 9日、13日、16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 10月  6日、 9日、13日、16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 10月 19日、22日、26日、29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 10月 19日、22日、26日、29日 13：30～15：30 

サポートセンターからのおしらせ 

○陽だまり (10：00～16：00) 
    3日（木）・10日（木）・17日（木）・24日（木） 
  
○スペース・ほっと(10：00～16：00) 
    2日（水）・9日（水）・16日（水）・23日（水）・30日（水） 

 

🍬作業所販売スケジュール🍬 

募集期間  

9 月 1 日（火） 
～ 9 月 20 日（日） 

横須賀市立市民活動サポートセンターで各種相談会を開催します。 
お気軽にお立ち寄りください。 

 

 

☆各種相談会☆ 

◎センターエリア 

 

☆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） 

☆秋水史料研 
第 5回秋水展「特集 沖縄特攻」 
9月 5日（土）～9月 12日（土） 

☆横須賀市役所福祉部 福祉総務課 
「民生委員児童委員 ＰＲパネル」 

9月 23（水）～10月 6（火）   
 

   
  

 

 

 

 

 
 
☆秋水史料研  第 5回秋水展「秋水の紹介」 

9月 4日（金）～9月 12日（土） 
☆横須賀建築探偵団 
建築探偵団アーカイブ横須賀を語る建物あれから  
 9月 29日（火）～10月 10日（土） 
tuki ◎フロントエリア 

 

活動紹介コーナー9 月の展示スケジュール 

 

1.「まちの保健室」 

毎月第 1 火曜日  

10：00～15：00 
 
からだのことや心のこと、普段
の生活のことなど、気軽に相談
ができる場所です。「なんだか
モヤモヤする・・・」「誰かと
話がしたい・・・」一緒に話し
てみませんか？   
 

＜主催＞ 

横須賀まちの保健室プロジェクト 

 
  

2.「いまさら・相談室」 

毎月第 3 水曜日  

13：00～16：00 
 
「いまさら聞けない」パソコン
作業や公共団体・中小企業の経
理やＮＰＯ法人の書類の相談
等、その他なんでも困ったをお
助けします！ 
 

＜主催＞ 

認定NPO法人産業クラスター研究会 

3.「介護相談」 

毎月第 3 土曜日  

13：00～15：00 
 
ご家族を介護されている方・介護

に不安や悩みがある方・施設につ

いて知りたい・障がい福祉につい

て知りたい・介護保険について相

談したい等、一人で抱え込んでい

ませんか？介護や福祉の専門職が

対応します。 

 
＜主催＞ 
公益社団法人神奈川県介護福祉士
会・横須賀三浦支部 
 


