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三浦半島の歴史と文化 
 

横須賀周辺のボランティア・市民活動情報 

  

                

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

3月号 2023年  

※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。 

のたろん通信 

ヨコスカダウンタウン 

 
 3/25 

日 時：3月25日（土）11時～16時 荒天中止 
場 所：横須賀中央エリア各所 
内 容：よこすか子育ち応援ネットワーク「よこすかご近
所みちあそび」子育ち応援ブース手作り体験。楽しい大
道芸や様々なパフォーマンス。クイズラリーやガラポン
抽選会。「MyEarth」体験会ではカードゲームを使って楽
しく環境を考えることができます。 

問合せ：ヨコスカダウンタウンクラブ080-3029-5910 
 

 戦争～新聞にみる横須賀の「銃後」の

人々＆「兵士」のストレス 

 

 

 

 

 展示 

〈パネル展示〉明治時代の横須賀の広告・新聞にみる戦前、
戦時下の横須賀―「銃後」の人々・広告にみる戦時下の横須

賀 など  ※ご自由にお持ちいただける資料もあります  
日 時：3月26日（日）～4月6日（木）９時～22時 
    （最終日は15時まで） 
会 場：横須賀市立市民活動サポートセンター 

主 催：「じゅうごへいし」 

問合せ：090-2402-1559 水島 

 

 
 
 
 

日本遺産 

「横須賀製鉄所・スチームハンマー誕生の謎」 

 

 展示 

誕生は1865年（慶應元年）。ではMADE IN Hollandか？ 
MADE IN England か?スチームハンマーの技術の源流を
探ります。 
日 時：3月18日（土）9時～4月2日（日）18時 
会 場：まなびかん（逸見） 
問合せ：認知症予防プログラム090-1885-4840 白石 
 

脳がいきいきする！～連続講座 

 

 

 

 

 
3/18・25 

4/1 
内 容：3月18日（土）失速した鎌倉の世界遺産登録 
    3月25日（土）浦賀同心の西洋式行進をめぐって 
    4月1日（土）横須賀製鉄所使用機械の来歴と用途  
時間・場所：13時半～15時半 ヴェルクよこすか 6階 ホール 

参加費：1講座500円（資料代） 
定 員：70名  1講座から受講できます。 
申 込：講座名又は月日、住所、氏名、電話番号を明記し、

往復はがき・FAXで下記まで申込み。 
〒238-0035 横須賀市池上2-1-5  久保木実 方 

  ℡･Fax 046-852-0714  三浦半島の文化を考える会 

     
 
 
 

日 時：3月25日（土）13時～16時 
対 象：小4～中2  
人 数：12名 
場 所：横須賀学院中学（2階）第1理科室 
問合せ：認定NPO法人 おもしろ科学たんけん工房 

046-848-0275 廣井 
 

 3/25 
「太陽熱風車」実験と工作 

 

車椅子介助ボランティア募集 
 

 4/16 
片マヒのメンバーがバス旅行をします。車いすの介助をし
てくださるボランティアを募集します。 
日 程：4月16日（日） 
集 合：8時 横須賀中央 docomo前（解散17時予定） 
行き先：千葉県 いちご狩り 

内 容：車椅子の介助です。トイレ介助などはありません。 
    年齢は不問です。 
問合せ：横須賀片マヒ希望の会 046-825-7837 妻沼 
 

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：3月25日（土）9時半～14時頃 
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  14時頃 
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 
 

 3/25 ウオーキング教室 

 

★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 

 

 

キッズフェスティバル 
 

横須賀学院中学イベント 



市民活動に役立つ パソコン講座 

 

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/ 

4月からロッカー・レターケースの利用を希望する団

体は、所定の申請書で 3月 1日（水）～3月 20日（月）

に当センターへお申込みください。（FAX、メールも可） 

申請書は当センターの HPからもダウンロードできま

す。1団体につきロッカーは、大小どちらか 1個。 

レターケースも 1個まで受け付けます。 

応募多数の場合は 3月 24日（金）10時より当センタ

ーで公開抽選をします。 

使 用 期 間 ： 4月１日（土）～ 2024年3月31日（日） 

年間使用料：ロッカー大（48個）3,840円 

      ロッカー小（72個）2,520円 

      レターケース（210個）無料 

問合せ：市民活動サポートセンター 828-3130 早坂 

 

2023 年度 

ロッカー・レターケースの利用団体募集 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

★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 7,000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基礎から学ぶワード 文字入力、文章編集、保存、チラシ作成など 4月 4日、 7日、11日、14日 10：00～12：00 

②基礎から学ぶエクセル 数値入力、表計算基礎、住所録作成など 4月 4日、 7日、11日、14日 13：30～15：30 

③基礎から学ぶエクセル 数値入力、表計算基礎、住所録作成など 4月 17日、20日、24日、27日 10：00～12：00 

④基礎から学ぶワード 文字入力、文章編集、保存、チラシ作成など 4月 17日、20日、24日、27日 13：30～15：30 

サポートセンターからのおしらせ 

○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 13:00～15:00 

○成年後見制度利用無料相談会 

 毎月第４金曜日 13:00～16:00 

○横須賀知恵袋（要予約）  

3月 24日（金）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♪  

 

3 月の活動紹介コーナー 

 
☆貝山地下壕保存する会  「貝山地下壕の写真展示」 

2月 27日（月）～3月 12日（日） 
☆横須賀市 民生局 地域支援部 市民生活課 

「よこすか元気ファンド登録団体活動紹介展示」 
 3月 14日（火）～3月 23日（木） 
 フロントエリア 

 ☆のたろんフェア 2023実行委員会 
「のたろんフェア 2023報告展示」 

2月 25日（土）～3月 9日（木） 
☆ＹＢＳ  「三浦一族の 450年 パネル展」 
 3月 11日（土）～3月 16日（木） 

☆横須賀市立市民活動サポートセンター 
「ジェイコム 高校生写真コンテスト」 
  3月 18日（土）～3月 24日（金） 
 
 
 

 

センターエリア 

 

作業所販売 3 月のスケジュール       
 ○陽だまり (10：00～16：00) 

  2(木)・9(木)・16(木)・23(木)・30（木） 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

募集期間 

3 月 1 日（水） 
～ 3 月 20 日（月） 

コースカベイサイドストアーズ 

語り部の方のお話しを聞き、被災地の当時と現在の

状況を知ることによって、災害に備えた減災のため

の準備と心構えを考える学習会です。被災地支援募

金活動も行います。 

日 時：3月 5日（日）14時半～16時 

定 員：先着 30名（事前申込制）  

会 場：市民活動サポートセンター  

問合せ 828-3130 大谷 

 

 

 

       

 

       

 

  

           

東 日 本 大 震 災 ～ 3.11 を 忘 れ な い ～  

東日本大震災に学ぶ、減災のための備え  

 

☆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） 

わかりやすい！ 

と評判です 

☆じゅうごへいし 
「戦争・新聞にみる横須賀の銃後の人々＆兵士のストレス」 
 3月 26日（日）～4月 6日（木） 
 

 

センター・フロントエリア同時開催 

 


