市民活動がよくわかる
Not alone ～ひとりじゃないよ

みんなで手をつなごう～

市民活動の灯をともしつづけよう！

市民活動団体パネル展示紹介、
フリーマーケット、
市民活動ミニ紹介展示、
映像による活動紹介コーナーなど

新型コロナウイルス感染拡大防止として

※感染拡大状況によりプログラム内容の変更やイベントを中止する場合があります。

主

催

のたろんフェア２０２２実行委員会・
横須賀市立市民活動サポートセンター
問合せ・開催場所
横須賀市立市民活動サポートセンター
横須賀市本町３－２７ 電話 046-828-3130 FAX 046-828-3132
http://www.yokosuka-supportcenter.jp/hp/support/

２月１2日（土）
団体名

パ
ネ
ル
展
示

参加団体
活動内容

横須賀建築探偵団

建物から地域の歴史を学ぶ

横須賀歩け歩け協会

市内及び三浦半島全域の遺跡等を巡りスポーツ習慣を行い医療費
の低減をしている

手作りオモチャの会

身近な部材を用いたオモチャ作りと遊びの指導、昔遊びの伝承と
普及

横須賀市民九条の会

憲法９条を知らせ広める、憲法を学ぶ、憲法９条を守り生かす、
憲法を通し繋がりを作る

よこすかオレンジの会

戦争を理解する（戦争の姿を知る）

(公社)神奈川県栄養士会
第４県民活動事業部会

市民公開講座の開催、栄養バランスガイドの普及・啓発

横須賀三笠トーストマスターズクラブ 英語でのコミュニケーションとリーダーシップを学習する
一般社団法人

あんしんライフよこすか

sukasuka-ippo

高齢者生活支援事業、終活セミナー、相談会等の開催
横須賀市の障がい児者、家族の子育て世代向け情報サイト
の運営
市民の参加による市民の声を反映した“まちづくり”を目

館
内
フ
リ
マ

館
外
フ
リ
マ
映
像
紹
介

よこすかまちづくり市民の会 指し活動
障害者地域活動支援センター
アトリエ夢喰虫

精神に障害をもち服薬・通院し安定している方の日常生
活・就労支援

横須賀猫部

市民同士の交流を通して、生きがいを持つ。猫の飼育崩壊
や破棄を防止する
ユースホステル運動の啓発・普及、会員相互の親睦と資質

横須賀ユースホステル協会 向上

横須賀日中友好協会

児童絵画交換展の開催、中国人留学生及び在日中国人との
交流

横須賀精神保健ふれあいグループ
うらら 陽だまり

障がい者就労支援事業。生活の場作り支援

ヨコスカママナビ

ヨコスカのママ友をつくる交流会、その他親子向けイベン
トを企画・運営

ガールスカウト神奈川県第２６団

募金活動、米軍基地スカウトとの交流、ボランティア活動
など

地域活動支援センターあんしん農園

無農薬、有機農法の農業を基本に、農作物の生産及び加工
販売

のたろんフェア2022実行委員会

のたろんフェア2022企画・運営、のたろん復興応援団
など

横須賀三笠トーストマスターズクラブ 英語でのコミュニケーションとリーダーシップを学習する

北下浦みんなの家天体観測室友の会 天文普及のための学習会、講演会、観望会などの実施

２月１3日（日）
団体名

参加団体
活動内容

市民と自衛隊との「かけ橋」として防衛思想の普及と高揚

自衛隊家族会三浦半島地区会 を図る

パ
ネ
ル
展
示

館
内
フ
リ
マ

湘南海援隊

坂本龍馬と幕末の研究、横須賀の歴史の研究とPR

シニアネット横須賀

各パソコン講座の講師など、持っている知識を地域に役立
てる

おもしろ科学たんけん工房 おもしろ科学実験体験塾の開催など
横須賀カルタ製作実行委員会 「横須賀カルタ」の普及
かながわスポーツボランティアバンク

スポーツ活動の事業支援、生涯スポーツなどの振興に寄与
する

脱原発横須賀市民の会

脱原発社会のための活動

横須賀カレーラボ

カレーメニュー提供の「こども食堂」の運営、「チャリ
ティカレー」の開催など

ぽっかぽか荘

子育て中の親が、いつでも立ち寄れて「ほっ」と出来る場
を

My little hands

災害孤児あしなが育英会のレインボーハウス維持支援、各
地災害支援

演奏を楽しむ会

老人ホーム等福祉施設の慰問活動。演奏ボランティア

横須賀友の会

衣・食・住・家計・子どもの事などを勉強。公共活動も行
う
清掃活動、子育てセミナーの開催、生涯学習セミナーの開

「家庭倫理の会横須賀市」 催、ボランティア活動の協力
館
外
フ
リ
マ

映
像
紹
介

ヨコスカキッズライン

子どもを中心に、地域の人が参加できるようなイベントの
企画

モモの会

市立養護学校を借用した室内活動と、畑での活動、社会参
加を目的とした外出活動

よこすか発達障害をもつ
大人の会 レガート

発達障害をもつ人や周りで支援する人が交流する会

サンカフェ広場

地元商店の商品をセットメニューとし農産物を販売し地元
住民との交流を図る

社交ダンス愛好家の仲間
たち♪Harmony

高齢者施設や地域などとの交流、心身の健康維持及び未病
改善

★のたろんLive
参加団体★
２月１２日（土） となりのれすとらん、被爆体験を語り継ぐ会、
民謡・きみえ会、サンカフェ広場 など
２月１３日（日） 親切ダンスダンスカンパニー、こあじろの森くらぶ、
北下浦みんなの家天体観測室友の会、社交ダンス愛好家の仲間たち♪Harmony、
のたろんフェア2022実行委員会（のたろん復興応援団）、春風会（AIで楽生社会）

２月１2日（土）・１3日（日）
団体名
ヨコスカ

展示参加団体
活動内容

ウオーキング協会 ウォーキング教室の開催、ウォーキング例会など

ぽっかぽか荘

子育て中の親が、いつでも立ち寄れて「ほっ」と出来る場
を

横須賀市助産師会

地域の母子健康の向上及び青少年の健全育成
市民の参加による市民の声を反映した“まちづくり”を目

よこすかまちづくり市民の会 指し活動
ガールスカウト神奈川県第２６団

募金活動、米軍基地スカウトとの交流、ボランティア活動
など

よこすかひとり親サポーターズ・ひまわり

レクリエーション、交流会、勉強会、ホームページ情報発
信など

全日本年金者組合

ハイキング、暮らしのボランティア、カラオケサークルな
ど９サークル月１回機関誌発行

横須賀支部

在宅傾聴ボランティア
ビーイング久里浜

居宅介護支援事業所と連携し依頼者宅へ訪問

「いらない！原子力空母」 原子力空母母港撤回を求める活動
生活支援の有償ボランティア。講演会、イベントの開催や認知症

グリーンハイツ「ゆいの広場」 カフェを開催

ミ
ニ
展
示

男声合唱団せみ

週１回の練習と約２年に１回の演奏会。老人施設などへの慰問演
奏会。月1回懇親会を楽しむ。

横須賀ユースホステル協会

ユースホステル運動の啓発・普及、会員相互の親睦と資質向上

さぽせんサポーターズ

市民活動サポートセンターのサポーター（学生）として各種イベ
ントに参加

NPO法人

市民活動サポートセンターの運営を中心として市民活動の支援を
行う

YMCAコミュニティサポート

横須賀市腎友会

医療講演会、議会への請願や陳情、行政への要望活動、臓
器移植推進、会報の発行、親睦活動など

横須賀市里親会

児童養護施設で暮らす子どもの家庭体験社会的養護に関す
る研修、里親相互の支援、交流活動など。

アムネスティ・インター
ナショナル日本鎌倉グループ

世界人権宣言で定められた人権が尊重され全ての人々のた
めに守られる世界を目指す

お母さん大学横須賀支部

お母さん業界新聞の発行、イベントの開催

ピースネットワーク横須賀orizuru

折り鶴を通じ平和教育の推進、施設や学校等への普及。
広島長崎及び戦争や悲惨な想いへの慰問

横須賀災害ボランティアネットワーク

災害時ボランティアセンター設置運営訓、被災地での活
動、市内の避難者との交流、相談活動など

モモの会

市立養護学校を借用した室内活動と、畑での活動
社会参加を目的とした外出活動

3.11トモダチ作戦兵士の被ばく
を考える会

講演会、朗読劇の開催

よこすか栄養士薬膳健康づくり研究会

薬膳の研究、料理作成、試食、普及など

WE21ジャパンよこすか

リサイクルショップを２店舗運営。収益を主にアジアを中
心とした女性の自主支援に役立てている

横須賀日中友好協会

児童絵画交換展の開催、中国人留学生及び在日中国人との
交流

２月１2日（土）・１3日（日）
団体名

展示参加団体
活動内容

みなと舎

施設近隣地域（芦名、秋谷、湘南国際村）の方々との交流

よこすか発達が気になる子の
家族の会 アマービレ

「学びの時間」＋「交流の時間」

よこすか発達障害をもつ
大人の会 レガート

発達障害をもつ人や周りで支援する人が交流する会

演奏を楽しむ会

老人ホーム等福祉施設の慰問活動。演奏ボランティア

北下浦みんなの家天体観測室友の会 天文普及のための学習会、講演会、観望会などの実施

ミ
ニ
展
示

となりのれすとらん

子ども食堂（みんなの食堂）の開催、運営

被爆体験を語り継ぐ会

被爆者の体験談を書き起こし、台本にして読み継ぐ活動

横須賀の福祉を推める会

障がいを持つ市民が豊かで幸福で安定した地域活動が図れ
るよう学び合い、行動する

横須賀ハーモニカ愛好会

ハーモニカの習熟により豊かな人生の一助となる事を見い
だす

サンカフェ広場

地元商店の商品をセットメニューとし農産物を販売し地元
住民との交流を図る

津久井の自然を守る会

不法投棄のパトロール、蛍自生地保全、蛍観察会の実施な
ど

社交ダンス愛好家の仲間たち♪Harmony

高齢者施設や地域などとの交流、心身の健康維持及び未病
改善

横須賀市

よこすか元気ファンドPR

CSR

企業の社会貢献活動を紹介する

横須賀市産業交流プラザ

企業・産業団体に限らず、会議・学習・趣味の市民活動で
の利用や、展示販売などにも利用可能な施設

４Sクラブ

市民活動を希望する市民の方と活動団体を結ぶジョイント
の役目を担う

赤十字救急法講習会を受講したメンバーでの学習会、研修

横須賀市救急・防災サークル 会などの実施
赤十字防災ボランティア第３ブロック

平時は市・町と連携し防災訓練、各種行事の救護所活動を
行う
明るい住みやすい社会を築きあげるために必要な行動に奉

横須賀地域支援赤十字奉仕団 仕する

★新型コロナウイルス感染拡大防止策についてのお願い★
・入館時の検温、連絡先の記入、会場内マスク着用、手指消毒
・館内は入場制限を設けております（関係者含む常時60名程度）
入場の際にお時間をいただく場合があります。

★新型コロナウイルス感染拡大防止策についてのお願い★
・入館時の検温、連絡先の記入、会場内マスク着用、手指消毒
・館内は入場制限を設けております（関係者含む常時60名程度）
入場の際にお時間をいただく場合があります。

PRイベント リドレ横須賀
時間

２/５（土）

11:00～14:00

10:55

開会挨拶 のたろんフェア2022実行委員会

11:00

横須賀YMCA Iris
“チアダンス”

11:40

カントリーイースト
“カントリーダンス”

12:20

Aloha Wavish（アロハ ウェービッシュ）
“チアダンス”

13:00

ジョイフルファミリー
“ゴスペル”

13:40

ピースネットワーク横須賀orizuru
（ぷれっしーぼ） “ウクレレデュオ”

13:55

閉会挨拶

のたろんLive配信
時間

市民活動団体の活動紹介や歌、
ダンス動画など配信します

のたろんフェア2022実行委員会

映像による活動紹介コーナー
時間

２月１２日（土）

11:00

横須賀三笠トーストマスターズクラブ
“活動紹介”

13:00

14:00

のたろんLive配信
時間

北下浦みんなの家天体観測室友の会
“天体観測”
市民活動団体の活動紹介や歌、
ダンス動画など配信します

２月１３日（日）

11:00

よこすか発達障害をもつ大人の会 レガート
“発達障害に関する講演”

14:00

２/１３（日）

のたろんフェア2022実行委員会
“横須賀○×クイズ”

時間

13:00

２/１２（土）

サンカフェ広場
“活動紹介”
社交ダンス愛好家の仲間たち♪Harmony
“活動紹介、アンチエイジング体操”
詳しくは「のたろんフェア」総合案内へ

※参加団体やイベントプログラムは予告なく変更することがあります。

