
 太田和つつじの丘(例会ウオーク) 

春の小網代の森(ゆっくり悠々ウオーク) 

 

ウオーキング教室 

 

横須賀周辺のボランティア・市民活動情報 

  

                

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  

若葉映える藤沢に弘法大師が相模国に設定した巡りで
す。前回開催した６回目の残りです。コロナに負けない
ウオーキングで体幹を高めましょう。 

マスク着用・検温・手洗い励行・三密を避ける歩行 
集合日時場所：5月 9日（日）午前 9 時 30 分 
      六会日大前駅前広場（小田急） 

コース：駅前～自性院～成就院～本願寺～藤沢本町駅 

解散場所時間：正午頃 藤沢本町駅（小田急） 
参加費：一般 500 円 （昼食なし） 

問合せ：横須賀歩け歩け協会 090-1264-2541前川 
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相模国準四国八十八ヶ所巡り 7 キロ 

脳が活性化する！ 

三浦半島の歴史と文化 

※新型コロナウイルス感染状況により開催が変更される場合があります。詳しくは主催団体にご確認ください。 

★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 
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のたろん通信 
5月号 

 5/4・11 
 
①太田和つつじの丘 11キロ 自由歩行 ※小雨決行 
日 時：5月4日（火・祝）10 時～13時30 分頃 
集 合：10時までに衣笠栄町公園(JR衣笠駅 歩５分) 
解 散：JR衣笠駅 

②春の小網代の森  6キロ 団体歩行 ※小雨決行 
日 時：5月11日（火）9時50分～12時半頃 
集 合：9時50分までに京急・三崎口駅改札前 

解 散：京急・三崎口駅 
 ①②共通 参加費：500円（一般） 予約不要 

持ち物：マスク着用・飲料・帽子 

問合せ：ヨコスカ ウオーキング協会   
080-3545-7022村上 

 
 

2021年  

三浦半島の歴史と文化を学ぶ連続講座の 2講座です。 
①5 月 8 日（土）和田義盛の真実…その仕事をみる… 
講師・伊藤一美氏（三浦一族研究会会長） 
②5 月 22 日（土）絵葉書から探る関東大震災前と後の
三浦半島 講師・久保木実氏（文化を考える会幹事） 
会 場：ヴェルクよこすか ６階ホール 
時 間：13 時 30 分～15 時 30 分 
参加費：1 講座 500 円（資料代など） 

定 員：60 名（先着順） 

申 込：ご希望講座または月日・住所・氏名・電話番号

を明記し、往復はがきか FAX で下記まで。 

〒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 

    ※どちらか１講座のみの受講も可 

主 催：三浦半島の文化を考える会 

 

当会では、障がい者（知的、精神、軽い障がい）の人

が月一回集まり、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。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、仲間や

友達を増やしたい人のご参加をお待ちしています。 

普段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。お気軽にご参加ください。ボラン

ティアさんも募集中。見学も可能です。 

問合せ：横須賀本人会トゥモローカエル  小山 

    ℡ 090-1856-8219 

  メール obj6dz55385131c@softbank.ne.jp 

サポートセンターからのおしらせ 

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：5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 

 

 

メンバー・ボランティア募集 募集 
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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。（予約不要）※雨天中止 
日 時：5月29日（土）9時50 分～14時頃 

集 合：9時50分迄に京急横須賀中央駅改札前Yデッキ 
解 散：京急横須賀中央駅付近 
受講料：500円 
持ち物：マスク着用・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 

 



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  

 
  

 

 

 

 

 

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 6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 6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 6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 6月 17日、21日、24日、28日 13：30～15：30 

○陽だまり (10：00～16：00) 
6日(木)・13日(木)・20日(木)・27日(木)  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
「市民活動ってなに？」と思っている人や「ボラン

ティアをしてみたいけれど何から始めればいい？」

と考えている方を対象にしたイベントです。 

イベントや講演会、学習会を企画運営する市民公益

活動団体を募集しています。詳しくはお問合せくだ

さい。 

イベント開催期間：7月 17日（土）～8月 31日（火） 

参加団体応募期限：5月 31日（月） 

問合せ：市民活動サポートセンター 早坂 

    ℡ 046-828-3130 

 

 
 

 

夏のボランティア・市民活動体験 2021 

参加団体募集のお知らせ 

サポートセンターからのおしらせ 

 
 

       

 

       

 

  

           

 

 

コースカベイサイドストアーズ 

作業所販売スケジュール       
 

サポセン公式 YouTubeのたろんチャンネル 

☆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） 

☆使用 OS・アプリケーション：Windows10, office2016  ☆定員３名☆（応募多数の場合は抽選となります） 

 

☆横須賀青年会議所(横須賀経済再興委員会) 
「活動報告」 

5月  1日（土）～5月 14日（金）  
  
 

募集期間 

5 月 1 日（土） 
～ 5 月 20 日（木） 

 
わかりやすい！ 

と評判です 

○まちの保健室 毎月第１火曜日 10:00～15:00 

 ５月は祝日の為 11日（第２火曜日）に開催です。 

*看護師による健康相談 

○いまさら・相談室 毎月第３水曜日 13:00～16:00 

 *パソコンの疑問、公益団体・中小企業などの経理、 

  ＮＰＯ法人の書類等の相談会 

○介護相談 毎月第３土曜日 13:00～15:00 

 *介護や福祉の専門職が対応します 

○成年後見制度利用無料相談会 

 毎月第４金曜日 13:00～16:00 

 *成年後見制度について何でもご相談ください 

○横須賀知恵袋（要予約） *士業によるよろず相談 

日程は横須賀知恵袋のＨＰで確認ください。 

 

 

       

 

       

 

  

           

♪各種相談室♪  

 

左記 QRコードよりチャンネル登録

が簡単にできます。団体の活動紹

介をご覧ください。サポートセン

ターでは投稿動画も募集中です。 

活動紹介コーナー5 月の展示スケジュール 

 

☆横須賀市市民部市民生活課 
「令和２年度市民協働推進補助金交付団体活動紹介」 

5月 24日（月）～5月 28日（金）  
  
 

センターエリア 

 

フロントエリア 


