
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【視覚障害者のためのアプリ体験会】 
7 月 23 日（土）・8 月 27 日（土） 
10:30-12:00/市民活動サポートセンター
/ものづくりに興味のある方、サポートしてくれ
る方も大歓迎です 
〔問〕視覚障害者 IT サポ―ト横須賀 

✉sanawe@gmail.com 

 

 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    

 

 ★情報の見方★ 

市 
ラ 2022 

ボ 
の 夏 

～夏のボランティア・市民活動体験～ 

 

 

【カフェで楽しく触れ合いましょう！】 
7 月 16 日(土)-8 月 28 日(日)期間
中の月・木曜日(10:00-16:00)金曜
日、第２、４土曜日(12:00-16:00) 
/サンカフェ広場/笑顔になれるコミュニティ
カフェでボランティアデビューを!/4 名/エプ
ロン・バンダナ・マスク/希望日の前日 
〔問〕サンカフェ広場 

☎090-1439-7813 

 

【インクルーシブ学童 
「sukasuka-kids」】 

7 月 16 日(土)-8 月 27 日(土)/久里浜
4-15-2/インクルーシブ学童で子どもたちと
遊んでください/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 

 

 
【チャリティーショップで 

楽しくボランティア】 
7月19日(火)-8月24日(水)(土・日・祝日・8月
8日-14日除く）/WEショップよこすか北久里浜
店・横須賀中央店/チャリティーショップで一緒に
楽しくボランティアしませんか/チャリティーショップ
に興味があり営業時間内 2 時間以上できる
方。飲物・必要あれば昼食/7 月 15 日(金) 
〔問〕WE21 ジャパンよこすか 

☎046-837-1788 

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。 

詳しい内容及び開催の有無は各団体にお問合せ下さい。 

 【ゆいの広場「カフェテラス」】 
7 月 20 日・27 日(水)12:00-13:00/
グリーンハイツ集会所大ホール/カフェテラス
でコーヒーを飲みながら、お年寄りに耳を傾
けて！/各日 3 名/7 月 19 日（火） 
〔問〕グリーンハイツ「ゆいの広場」 

☎080-8839-4699 

 

【パソコン無料相談会】 
7 月 23 日(土)13:30-15:30/総合福
祉会館4階/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 

 

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 
HP https://yokosuka-supportcenter.jp/ 

【トンボ飛び交う谷戸の田んぼで 
草刈り体験をしよう！】 

毎週日曜日 9:00-12:00/鬼ヶ谷戸奥
（津久井小裏）/里山の原風景の中で田
んぼの草取りをしながら環境保全を考えよう
/小学生は保護者同伴。長ぐつ・飲物・タオ
ル・帽子/希望日の前日 
〔問〕津久井の自然を守る会 

☎090-1439-7813 

 

 【横須賀なかま食堂】 
7 月 16 日(土)・8 月 20 日(土)16:00 
/総合福祉会館 6 階/見ても◎食べても
◎なメニューでお待ちしております/子どもボ
ランティア、学生ボランティア募集。エプロ
ン・三角巾/開催日前日   
〔問〕横須賀猫部  

☎080-3485-0715 

 

 

 

ボランティア参加編 

 

【2022 深浦さかなまつり】 
7 月 23 日(土)10:00-13:00 頃/深浦漁

港（浦郷町 3-68）/深浦漁港でさかな祭り
を開催。貝殻アート体験や干物作りボランティ
ア募集/20 名/地元の魚や海に興味のある
方。帽子・飲物・タオルなど/7 月 16 日(土) 
〔問〕よこすか海の市民会議 

☎090-2455-3461 
 

 

【夏のてくてくひろば】 
7月26日(火)・8月5日(金)・17日(水) 
10:00-15:00/富岡西公園グリーンハウ
ス/夏休みの親子の居場所のサポートをし
てくださる方を募集します/お子さんが好き
な人/7 月 23 日(土) 
〔問〕横浜 YMCA とことこ 

☎045-780-3205 

【海に森をつくろうよ！PROJECT】 
7 月 30 日(土)10:00-12:00 頃/アイクル

脇の海岸・集合アイクル駐車場/身近な海の
環境再生、海森プロジェクトにあなたも参加し
ませんか？/20 名/身近な海が好きな人、海
に関心や興味のある人。濡れても構わないス
ニーカー・帽子・飲物・タオル/7 月 25 日(月) 
〔問〕よこすか海の市民会議 

☎090-2455-3461 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

市 
ラ 2022 

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    

 

【田んぼの草取りと網張り】 
8 月 20 日(土)朝 6:00-8:00/長坂３

丁目の田んぼ・集合は長坂公園/稲刈りに
向けた草刈りや網張をやってみたい方を募
集します/8 月 10 日(水) 
〔問〕よこすか田んぼ研究会 

✉asatai55@icloud.com 
 

 

【みんな集まれ！ 
カレー「こども食堂」と「おとな食堂」】 
8 月 22 日(月)/安浦コミュニティセンター/
カレー専門「こども食堂」「おとな食堂」で
人にやさしくできる/10 名/清潔感のある
服装で参加できる方。当日確実に来られ
る方。エプロン、バンダナ/8 月 15 日(月) 
〔問〕横須賀カレーラボ 

☎070-5369-7010 

 ★情報の見方★ 

【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5日(金)13:00-19:00/久里浜コミュニ
ティセンター/フードドライブに食料を提供し
てください。賞味期限 1 ヶ月以上/ご家庭
で使わない食料品（賞味期限 1 ヶ月以
上のもの）13:00-19:00 の間でできる
時間帯で OK/8 月 4 日(木) 
〔問〕となりのれすとらん 

☎090-4412-2001 

ボランティア参加編 

 

 

【地球環境カードゲーム 
「MyEarth」体験会】 

8 月 11 日(木・祝）11:00-16:00/横須
賀市産業交流プラザ/地球環境カードゲ
ーム MyEarth 体験会のサポーター募
集！/4 名/高校生以上、当日午前中の
講習会から参加できる方/7月31日 
〔問〕市民活動サポートセンター 

☎046-828-3130 
 

 

 

 

【福祉の学び ボランティア学習会】 
8 月 7 日(日)/市立総合福祉会館５階

/国会議員と身近なお話も出来るスタッフと
してのボランティア活動です/7 名/受付業
務ができる方/7 月 20 日(水) 
〔問〕横須賀市ボランティア連絡協議会 

☎046-822-4462 
 

 

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 
HP https://yokosuka-supportcenter.jp/ 

【健康によい 
エスニック料理を作りましょう】 

8 月 12 日(金)10:00-12:30/本町コミュニ
ティセンター/家庭内でアジアなどの料理を
作って体験してみませんか/15 名/食材を
計る、区分けをして各台に配分、後片付け
をする。エプロン、三角巾、布巾２枚、マス
ク、参加費(学生 1000 円・一般 2000
円)/7 月 25 日(月) 
〔問〕横須賀食生活研究会 

☎046-842-6477 

～夏のボランティア・市民活動体験～ 

 

 【YMCA サマーキャンプボランティア】 
①8 月 7 日(日)-9 日(火)②8 月 9 日
(火)-12日(金)/三浦 YMCA グローバル・
エコ・ヴィレッジ/三浦YMCAで開催される
キャンプボランティアを大募集します/18才
以上(高校生不可)・日数分の着替え・
水着・ウォーターシューズ・帽子・ユニフォー
ム(貸与)/7 月 3 日(日) 
〔問〕(公財)横浜 YMCA・鎌倉 YMCA 

☎0467-24-7859 

【夏休み１日ボランティア体験会 
障害児水泳教室】 

夏休み期間8月1日(月)-8月26日(金) 
10:00-17:00 の間で/FunPlace39/
障がいのある子どもとプールで一緒に楽し
むサポーターを募集/健康で子どもが好き
な方、昼食、水泳用具一式/7 月 22 日
(金) 
〔問〕（特非）Fun Place 39 

☎046-854-8983 

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。 

詳しい内容及び開催の有無は各団体にお問合せ下さい。 


