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 8/27 
あなたの歩き方間違っていませんか？正しい歩き方を丁

寧に教えます。何歳までも自分の足で歩きたいとお考えの
方、綺麗に歩けるようになります。※雨天中止 予約不要 
日 時：8月27日（土）10時00分～12時30分 
集 合：9時45分迄に京急・横須賀中央駅前Yデッキ 
解 散：京急・横須賀中央駅付近  12時30分頃 
受講料：500円 

持ち物：マスク着用・飲料・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 
 

フリースクール「こどもの夢」は手厚い指導とこどもの
発想を大切にした取り組みをしています。中学校に在籍
中で何らかの理由で登校することが難しい生徒及び保護
者を対象に相談会を開催します。 
感染症対策のため、当日はマスク着用でお願いします。 
日 時：８月２０日（土）14 時～16 時 30分 

（開場 13 時 30分） 
会 場：横須賀総合福祉会館 5 階 第 2研修室 
内 容：①全体説明会 ②個別相談会 

問合せ：NPO法人こどもの夢サポートセンター 事務局 
    046-876-7151  山本 または 小須田 
    メール f-kodomonoyume@outlook.jp 
  ※月・水・金曜日の 10:00～12:00 にご連絡下さい  

   
 

 

 

 

不登校相談会のお知らせ  8/20 

「モモの会」は障害児・者の親の会です。夏祭りを盛り
上げてくれる参加者・ボランティアを大募集！ 
日 時：8 月 14 日（日）10 時～14 時 
場 所：横須賀市立養護学校 
参加費：500 円（ボランティア参加者は無料） 
持ち物：上履き・タオル・着替え・食器類（皿、箸等）     
事前申し込みをして参加してください 

問合せ：モモの会 四分一（シブイチ） 
     080-5047-8064  

メール momonokairenraku@gmail.com 
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夏祭りをいっしょに遊んでもりあげて！ 

ビバ！モモらんど‼ 
 

 募集 

のたろん通信 
★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 

 

 
※新型コロナウイルス感染状況によりサポートセンターの開館状況、時間の変更や団体のイベント開催が中止さ

れる場合があります。詳しくはサポートセンターHP や主催団体にご確認ください。 

8月号 

「葉山シーサイド巡り」 
例会ウオーク 10km 自由歩行 

2022年  

廃材を使って工作やオモチャ作り、物々交換、フリー

マーケット、フードドライブ。ヨーヨーもあるよ。 

クリーニングデイのテーマであるアップサイクルに

特化したイベントを子ども向けに開催します。 

日 時：8 月 20 日（土）10:00～15:00 

場 所：市民活動サポートセンター 

 

 

 

 

のたろんキッズデイ 

 

 

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、自分たちの考えた企画（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：横須賀本人会トウモローカエル 小山 

090-1856-8219 
 

 

 

 

夏の葉山海岸風景を楽しみ、アップダウンの少ない、比
較的歩き易いコースです。※小雨決行 予約不要 
日 時：8 月 20 日（土）9 時 30 分～13 時 00分迄 
集 合：9 時 30 分 亀岡八幡宮 

（京急・逗子葉山駅歩 2分、JR・逗子駅歩 5分） 
解 散：京急・逗子葉山駅（JR・逗子駅歩 5 分） 
参加費：500 円（一般） 

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 

メンバー・ボランティア募集 

サポートセンターからのおしらせ 
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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 NPO 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 

HP https://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 ☆定員３名☆ （応募多数の場合は抽選となります） 
  

 

 

 

 

 

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 9月 2日、 6日、 9日、13日 10：00～12：00  

②ワード活用術 文字入力、文章編集、保存、チラシ作成など 9月 15日、19日、22日、26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 9月 2日、 6日、 9日、13日 13：30～15：30  

④エクセル活用術 数値入力、表計算基礎、住所録作成など 9月 15日、19日、22日、26日 10：00～12：00  

サポートセンターからのおしらせ 

作業所販売 8 月のスケジュール       
 

センターエリア 

 ☆神奈川ユニセフ協会 
ユニセフ写真展『危機下の子どもたちの平和の詩』 

  7月 29日（金）～8月 9日（火） 
☆原水爆禁止横須賀市協議会 
「原爆展」 
  8月 11日（木）～8月 24日（水） 
☆16ミリ試写室 
「活動内容の展示」  

   8月 27日（土）～9月 9日（金） 

募集期間 

8 月 1 日（月） 
～ 8 月 20 日（土） 

活動紹介コーナー8 月の展示スケジュール 

 

○スペース・ほっと（11:00～16:00） 
 3(水)・10(水)・17(水)・24(水)・31(水) 
○陽だまり (10：00～16：00) 
4(木)・18(木)・25(木) 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

各分野の専門家がアドバイスいたします。 

○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不明点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 

8月 22日（月）・9月 12日（月）10:00～12:00 

上記以降の日程は横須賀知恵袋のＨＰで確認ください。 

 

 

       

 

       

 

  

           

♪各種無料相談会♪  

 

 

フロントエリア 

 

コースカベイサイドストアーズ 

☆原水爆禁止横須賀市協議会  
「原爆展」 
 7月 29日（金）～8月 10日（水） 

☆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 年末年始除き無休） 

椅子に座って行なうことを中心に頭と身体を使った

フレイル予防の体操です。お気軽にご参加ください。 

日 時：8月 26日（金）10:30～11:30 

会 場：横須賀市産業交流プラザ 

定 員：25名 

参加料：500円 

問合せ：市民活動サポートセンター 046-828-3130 

 

 

       

 

       

 

  

           

脳いきいき体操（コグニサイズ）体験会 

 

 

わかりやすい！ 

と評判です 

子ども向けのわかりやすいカードゲームで楽しみな

がら地球環境を考えます。 

日 時：8月 11日（木・祝）11：00～16:00 

場 所：産業交流プラザ 

問合せ：市民活動サポートセンター 046-828-3130       

 

 

       

 

  

           

地球環境カードゲーム「My Earth」体験会 

 

 

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：8月 18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 

 

 

☆被爆体験を語り継ぐ会 
「活動紹介と反戦メッセージ展示」 

 8月 13日（土）～8月 24日（水） 


