
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【災害時ペット同行避難・座談会】 
8月22日(日)13:30-14:30/市民活動
サポートセンター/ペットを連れて避難所
に行くときの注意点など一緒に話し合い
ませんか？/5 名/犬と猫の飼い主さん募
集/8 月 15 日(日)/無料 
〔問〕横須賀猫部 

☎080-3485-0715 

 

～夏のボランティア・市民活動体験～ 

 

 

 活動内容   
日時/場所/団体ＰＲ/募集人数
（未記入→何人でもＯＫ） 
/条件、持ち物など/締切日（未記
入→いつでもＯＫ）/参加費 
〔問〕問合せ先 ☎電話番号  
 ✉E-mail    

 

【よこすかパパママ夏祭り】 
7 月 17 日(土)～18 日(日)/オンライン/
パマ祭 TV はさらにパワーアップ。もっと夢中
になる、もっと横須賀を好きになる、もっと
繋がれる。/オンラインでいつでも参加可能
/無料 
〔問〕よこすかパパママ夏祭り実行委員会 
✉papamama.matsuri@gmail.com 

 

【手作りオモチャの展示と簡単オモチャ
作り☆のたろんキッズデイ】 
 8月28日(土)10:00-15:00/市民活動サポ
ートセンター/簡単なオモチャを作ってみよう。
手作りオモチャの展示もあります/無料 
〔問〕手作りオモチャの会 

☎046-835-9602 

 

イベント体験編 

 

 

【シーサイドラインと横須賀北部の
遺跡めぐり】 

7 月 18 日(日)9:30-12:00/京急金
沢八景駅-京急田浦駅/コロナ対策と
熱中症対策をして健全な体力維持を
行う/マスク着用/500 円 
〔問〕横須賀歩け歩け協会 

☎090-1264-2541 
 

 

 

【「車イス」プチ博士ちゃんになってみ
よう！☆のたろんキッズデイ】 

8月28日(土)10：00-15:00/市民活動サポー
トセンター/乗ってみよう車イス。走らせよう車
イス。/先着 20 名/手袋、汗拭きタオル/
前日まで(当日参加も考慮)/無料 
〔問〕社交ダンス愛好家の仲間たち 
   ♪Harmony 
✉harmony.yokosuka@gmail.com 

 

【クリーニングデイ 
☆のたろんキッズデイ】 

8 月 28 日(土)10:00-15:00/市民活
動サポートセンター/アップサイクルな手作り
体験、キッズフリーマーケット、キッズ物々
交換など/物々交換したいもの 
〔問〕ヨコスカママナビ 

☎080-3454-4117 
 

 

 

 ★情報の見方★ 

【地球環境カードゲーム「My Earth」 
体験会☆のたろんキッズデイ】 

8月28日(土）11:15-15:00/産業交
流プラザ/対戦型トレーディングカードゲ
ームで遊びながら地域の問題や環境保
全を学べます/主に小中学生(未就学
の方も親御さんと一緒に参加可能)・
18 名/無料 
〔問〕市民活動サポートセンター 

☎046-828-3130 
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【「紙パックのバランスバードつくり」 
   ☆のたろんキッズデイ】 

8 月 28 日(土)10:00-15:00/市民活
動サポートセンター/使用済みの紙パック 1
枚からバランスバードを切り出します/自分
用はさみ、紙パック 1 枚/無料 
〔問〕おもしろ科学たんけん工房 
✉hiromaro0275@gmail.com 

【カレーこども食堂とカレー調理会】 
7 月 20 日(火)・7 月 29 日(木) 
14:00-20:00/安浦コミュニティセンター
/全国初の「カレー専門こども食堂」地域
にカレーで繋がるコミュニティー作り/20 名
/マスク、手拭き/各日3日前まで/無料 
〔問〕横須賀カレーラボ 

☎070-5369-7010 

 

新型コロナウイルス感染拡大の状況によりイベントが変更もしくは中止される場合があります。

詳しくは各団体にご確認ください。 

【成年後見制度利用 
月例無料相談会】 

7 月 23 日(金)・8 月 27 日(金) 
13:00-16:00/市民活動サポートセンタ
ー/成年後見制度について後見人の実
務経験がある相談員がお答えします/各
日 6 名。おひとり 30 分まで 
〔問〕コスモス成年後見サポートセンター 
   神奈川県支部横須賀地区 
✉katsu_n_g@jcom.home.ne.jp 
 

【パソコン無料相談会】 
①7月24日(土)②8月21日(土） 
13:30-15:30 /①総合福祉会館4 F 第1活
動室②市民活動サポートセンター/パソコン操
作で困ったことの解決をお手伝いします/
できれば使い慣れたノート PC 
〔問〕三浦半島パソコンサポートネット 

☎046-827-3680 

 

横須賀市産業交流プラザ企画イベント  

 【墨流しを体験してみよう】 
8月21日(土)13:00-15:00 /横須賀市産業
交流プラザ 交流サロン/水面に絵の具を拡
散させて模様を作り、紙に転写する「墨流し」
/タオル/8月1日(日)-15日(日)までに申込
/1000円（材料費込み） 
〔問〕横須賀市産業交流プラザ 

☎046-828-1630 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

【「紙パックのバランスバードつくり」 
    ☆のたろんキッズデイ】 

8 月 28 日(土)10:00-15:00/  
市民活動サポートセンター/紙パックからバ
ランスバードを切り出します。支点と重点の
関係がわかります/子供たちに、不思議だな
と思わせて理科を好きになって欲しい方。6
名(1 名当たり 1-2 時間)/自分用はさみ、
紙パック/8 月 14 日(土) 
〔問〕おもしろ科学たんけん工房 
✉hiromaro0275@gmail.com 

 

 

【布おもちゃを PR してみよう！】 
8月6日(金)10:00-12:00 /総合福祉会館
5F 和室/布のおもちゃや絵本で実際に遊ん
でいる動画をHPにアップします/小学生以上
(高校生以下は保護者の同意が必要で
す)10 名。マスク・飲み物/7月30日(金) 
〔問〕よこすかボランティアセンター 

☎046-821-1303 

 【ゆいの広場「カフェテラス」】 
8 月 18 日(水)・8 月 25 日(水) 
12:00-13:00/グリーンハイツ集会所大
ホール/2歳児から90代の方まで集まる多
世代交流カフェです/5 名・学生の方、一
般の方どなたでも年齢制限ありません/  
8 月 17 日(火) 
〔問〕グリーンハイツ「ゆいの広場」 

☎080-8839-4699 

 

【カフェで楽しく 
ふれあいましょう！】 

7 月 19 日(月)-8 月 30 日(月)期
間中の月・木曜日(9:30-16:30)
金曜日(12:30-16:30)/サンカフェ
広場/コミュニティカフェで来店者と楽し
く会話しましょう/エプロン、バンダナ、マ
スク・カフェメニュー分 300 円/希望日
の前日 
〔問〕サンカフェ広場 

☎090-1439-7813 

 

市 
ラ 2021 

ボ 
の 夏  活動内容   

日時/場所/団体ＰＲ/募集人数
（未記入→何人でもＯＫ） 
/条件、持ち物など/締切日（未記
入→いつでもＯＫ） 
〔問〕問合せ先 ☎電話番号  
 ✉E-mail    

 

【カレーこども食堂とカレー調理会】 
7月20日(火)・29日(木)14:00-20:00 
/安浦コミュニティセンター/全国初の「カレ
ー専門こども食堂」地域にカレーで繋がる
コミュニティー作り/カレーと子どもが好きな
人、衛生面の管理ができる方。マスク、エ
プロン、バンダナ、手拭き/各日３日前/
調理会は実費 
〔問〕横須賀カレーラボ 

☎070-5369-7010 

 ★情報の見方★ 

【パソコン無料相談会】 
①7 月 24 日(土)②8 月 21 日(土) 
13:30-15:30/①総合福祉会館 4F 
第 1 活動室②市民活動サポートセンター
/パソコン操作経験や知識を活かし初心
者の手助け。できれば使い慣れたノート
PC 
〔問〕三浦半島パソコンサポートネット 

 ☎046-827-3680 

 

～夏のボランティア・市民活動体験～ 

 

 【インクルーシブ学童 
「sukasuka-kids」】 

7 月 17 日(土)-8 月 31 日(火)(日曜日,
祝日、8 月 13-16 日は除く)10:00-16:00 

/久里浜 4-15-2sukasuka-ippo/障害
のある子ない子が育ちあうインクルーシブ学
童/子どもが好きな方、インクルーシブに興
味のある方。動きやすい服装、タオル、飲み
物/参加希望日 1 週間前 
〔問〕sukasuka-ippo 
✉sukasukaippo@yahoo.co.jp 
 

 
【おもしろ科学体験塾  
           in 横須賀学院】 

7 月 24 日(土)・8 月 21 日(土)両日
9:30-12:00/横須賀学院/工作、実験
を伴う体験塾を開催/コロナ対策の為リハ
ーサルのみ参加となります。各回 6 名。定
規、筆記用具、マスク/7 月 10 日(土) 
〔問〕おもしろ科学たんけん工房 
✉spad6g59@friend.ocn.ne.jp 

 

ボランティア参加編 

 

 

よこすかボランティアセンター企画イベント  

 

 

新型コロナウイルス感染拡大の状況によりイベントが変更もしくは中止される場合があります。

詳しくは各団体にご確認ください。 

【フードドライブでみんな笑顔に！地域
のまぜこぜ食堂にご協力ください！】 
 8月20日(金)12:00-14:00/久里浜コミュ
ニティセンター調理室/フードドライブにご協
力をお願いします/地域食堂に関心のある
方ならどなたでも。ご家庭で使わない食料
品（賞味期限内のもの） 
〔問〕となりのれすとらん 

☎090-4412-2001 

お問い合わせは  
 横須賀市立市民活動サポートセンター                   
（指定管理：ＮＰＯ法人ＹＭＣＡコミュニティサポート）  
〒238－0041 横須賀市本町 3-27 
☎046-828-3130  FAX046-828-3132 
✉info@yokosuka-supportcenter.jp 


