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絵葉書から探る百年前の三浦半島  

―市町村の地域振興策と絵葉書―  
11/21 
 

三浦半島の歴史と文化～おもしろ講座シリーズ。 
日 時：11 月 21 日（土） 13:30～15:30 

場 所：ヴェルクよこすか 6 階 第 1 会議室 
        横須賀市日の出町 1-5 ☎046-822-0202 

         京急横須賀中央駅 徒歩 8分 

講 師：郷土史家 久保木 実 氏 
参加費：500 円（資料代など） 

定 員：40 名（先着） 

申 込：往復はがきか FAX で講座名または月日・住所・ 
   氏名・電話番号を明記の上、下記まで 
  〒238-0035 横須賀市池上 2-1-5 久保木実 方 

三浦半島の文化を考える会事務局 
   ℡・Fax046-852-0714 
主催 三浦半島の文化を考える会 後援 横須賀市 
                 横須賀市教育委員会   

 
11/22 

ソレイユの丘と買い物ウォーク  

８ｋｍ  

一部リニューアルした長井海の手公園(ソレイユの丘)
と地産地消のすかなごっそでの買物はいかがですか。 

マスク着用・事前体温測定（昼食不要） 
11 月 22 日（日） 

集合時間場所：午前 9:30 飯盛仲田公園 
(京浜急行三崎口駅 3分) 

コース：飯盛仲田公園～初声市民センター～和田長浜海

岸～ソレイユの丘～すかなごっそ（買物） 

解散地：午後 12:30 頃 

 (京急小根岸バス停から三崎口駅・JR横須賀駅方面 自己負担) 

参加費：一般 500 円（誰でも参加できます） 

問合せ先：横須賀歩け歩け協会  

℡090-1264-2541 前川 

 

 

「めだかの学校 童謡碑」 
 

童謡「めだかの学校」の作詞者、茶木滋は 1910 年(明
治 43 年)横須賀市汐入で生まれました。今年は生誕
110 年の記念の年になります。本展示では全国にある
「めだかの学校 童謡碑」を紹介します。 
日 時：11 月 21 日（土）～12 月 2 日（水）12:00 
場 所：市民活動サポートセンター 
問合せ：認知症予防プログラム 
    ℡090-1885-4840 白石 
 

 

 

展示 

 

サポートセンターからのおしらせ 

各 種 相 談 室 

○まちの保健室 

  毎月第１火曜日 10:00～15:００ 

○「いまさら・相談室」 

  毎月第３水曜日 13:00～16:00 

○介護相談 

  毎月第 3 土曜日 13:00～16:００ 

○「横須賀知恵袋」 

11 月 13 日・12 月 11 日 10:00～12:00 

自粛で参加者も少なくなっていますが、足腰の筋肉
が衰えています。ウォーキングを楽しみましょう。賑
わいが戻りつつある、鎌倉市内を歩き逗子久木まで歩
きます。 マスク着用・事前体温測定（昼食不要） 

11 月 4 日（水） 

集合時間場所：午前 9:30ＪＲ大船駅湘南モノレール横 
（湘南モノレール・JR横須賀線・JR 東海道線・JR 根岸線）    

コース：大船駅～北鎌倉～鶴岡八幡宮～下馬交差点～

名越切通し～久木郵便局 

解散地：午後 12:30 頃 久木郵便局前 

（JR横須賀線逗子駅10分・京浜急行逗子・葉山駅15分） 

参加費：一般 500 円（誰でも参加できます） 

問合せ先：横須賀歩け歩け協会 

℡090-1264-2541 前川 
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浦賀道（西側）その② ９ｋｍ 

 

1
2
/
7
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※参加費の掲載がない場合は無料です。 

 

のたろんフェア２０２１開催します♪ 

今だからできる、のたろんフェア♪ 

新生活様式の、のたろんフェア♪ 

 

詳細は次月号以降に発表します。 

ご期待ください！ 

★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 
11月号 2020年  



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 12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 12月  4日、 8日、11日、15日 13：30～15：30 

○陽だまり 5日（木）・12日（木）・19日（木）・26日（木）     

○スペース・ほっと 4日（水）・11日（水）・18日（水）25日（水）    

 

 

 

 

 

 

 

作業所販売スケジュール   10:00～16:00     

 

活動紹介コーナー11 月の展示スケジュール 

 

☆横須賀俳句協会 「俳句短冊展示」 
  10月26日（月）～11月6日（金） 

☆よこすか子育ち応援ネットワーク 
「児童虐待防止啓発及びＮＷ加入団体の紹介、活動紹介」 
  11月7日（土）～11月 10日（火） 
☆横須賀地区自閉症児・者親の会 たんぽぽの会 

11月 11日（水）～11月 15日（日）  
☆ＹＭＣＡコミュニティサポート 
「YMCA・国際地域協力募金の活動紹介」 

11月 25日（水）～12月 8日（火）  
 

センターエリア 

 

①市民協働推進補助金 

対象事業：令和 3 年度中に団体が単独で実施する、市民

を対象とした公益的な事業で、ボランティアを

広く募り、適切に活用したうえで行われるもの。 

補助金額：上限 50万円（ただし、自己資金が補助対象経

費の 20％以上を占めること） 

②市民協働モデル事業 

内  容：提案した団体と市が役割分担し、地域課題の

解決に向けて一緒に取り組む協働企画。 

事業予算：年間上限 40万円を最長 3年間市が負担。 

募集締切 令和 2年 12月 11日（金） 

審査方法 書類審査＋公開プレゼンテーション 

（令和 3年 3月開催予定） 

その他 申込書は市 HPから入手可 

   本事業の実施は令和 3年度予算案の可決が前提です 

詳しくは横須賀市市民部市民生活課へ ℡822-9699（直通） 

 

       

 

  

           

令和 3年度市民協働推進補助金 

市民協働モデル事業 企画募集 

 

サポートセンターからのおしらせ 

フロントエリア 

 ☆よこすか子育ち応援ネットワーク 
「児童虐待防止啓発及びＮＷ加入団体紹介、活動紹介」 

10月 23日（金）～11月 5日（木）  
☆横須賀俳句協会 「俳句短冊展示」 

11月 6日（金）～11月 19日（木） 
☆認知症予防プログラム 

「めだかの学校の歌碑を巡る旅」 
  11月 21日（土）～12月 2日（水）12:00   

  
 

 

 

 

募集期間 

11月 1日（日） 

～ 11月 20 日（金） 

 

 

 

 

 

会計処理について、現状と課題を踏まえたうえで、対策に

ついて講義・ワーク形式等を行う予定です。 

日 時：12月 9日（水）13：30～16：30 開場 13：00 

場 所：ヴェルクよこすか3階 第3研修室(日の出町1-5) 

対 象：市内で活動する市民公益活動団体の関係者 

    これから活動を始めようとしている方 

    （1団体 2名まで） 

講 師：plusC会計事務所 税理士 平川 太郎 氏 

締 切：11月 30日（月）申込多数の場合お断りする場合

があります。 

申 込：団体名（団体に所属している場合）、氏名、連絡

先を℡(822-9699)、FAX(821-1522) 

メール(shimin-kyodo@city.yokosuka.kanagawa.jp) 

で担当者へ。 

持ち物：筆記用具、電卓、団体の財務状況がわかるもの 

担 当：市民生活課 ℡822-9699 

 

 

 
わかりやすい！ 

と評判です 

市民協働講習会“お金をしっかり管理しよう”  
～継続して活動するための会計入門～ 

サポートセンター運営懇話会のお知らせ

せ  

☆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） 

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 11月 19日（木）18：30～20：00 
場 所 市民活動サポートセンター 

 


