Monthly Event Calender Number 154

2

2019

February

横須賀市文化会館
日程

開演時間

2(土)

13:30

2/3(日)～2/28(木)

YOKOSUKA CITY CULTURAL HALL

大ホール
前売1,000円
当日1,200円

主催・問い合わせ

16ミリ試写室
090-2901-0862

中ホール／展示室
行事タイトル

開演時間

3(日)

展示室

入場方法

音響設備改修工事の為、ご利用いただけません。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

2/1(金)･2/2(土)
2/4(月)～2/9(土)
2/14(木)･2/22(金)

中ホール

指定管理者：よこすか文化パートナーズ

第27回有料上映会｢八重子のハミング｣と
主演 升毅氏のトーク

日程

中ホール

横須賀市文化会館
行事タイトル

横須賀市文化会館
施設

催し物のおしらせ

14:00

9(土)

12:00～20:00

10(日)

10:00～19:00

中ホール

11(月)

9:45

展示室

14(木)

10:00～16:00

16(土)

11:00～16:00

17(日)

10:00～15:00

展示室

入場方法

音響設備改修工事の為、ご利用いただけません。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

新堀ギター音楽院
ニューイヤーコンサート

無 料

新堀ギター音楽院
046-827-8338

上得意様限定展示会

無 料

東洋羽毛首都圏販売㈱
045-953-5685

Shu Happy Dance

2,000円

Shu Happy Dance
090-2424-3707

ウィッグ(かつら)展示即売会

無 料

(株)ユキ
0120-20-3020

手作り･雑貨＆クラフトフェア販売会

無 料

(株)Artistbank(手作りの会)
080-3258-1700

1,500円
高校生以下
500円

中ホール

17(日)

14:00

横須賀お笑いライブ
0468スタイルvol.82

中ホール

21(木)

10:00

田戸台九十九会 新春福引大会

中ホール

23(土)

13:45

ダンスイベント

2,000円

中ホール
展示室

25(月)

14:00

懐メロを歌う会

会員制

横須賀市文化会館

主催・問い合わせ

関係者

0468スタイル
090-4069-6917
田戸台九十九会
046-822-3480
塚本秀麗
090-2424-3707
さくらの会(懐メロを歌う会)
046-841-6770

市民ギャラリー1･2

今月は市民ギャラリーでの催し物の予定はありません。
催し物や保守点検等のない日は､下見も可能です。詳細は､文化会館スタッフまでお問い合わせください。
● 今月の休館日は、2/6(水)･13(水)･20(水)･27(水)

※
※
※

平成30年12月28日現在の情報です。

主催者様のご都合により､掲載していない催し物もございます。ご了承ください。
時間･内容等が変更になる場合もあります。詳細は､主催者様までお問い合わせください。
駐車台数には限りがありますので､ご来館の際はなるべく電車･バスなどをご利用ください。

横須賀市文化会館
●開館時間 / 9：00～22：00

●予約受付時間 / 9：00～19：00

●休館日 / 毎週水曜日（祝日にあたる場合はその翌日）・12/29～1/3
〒238-0016 横須賀市深田台50（京浜急行線横須賀中央駅より徒歩10分 / JR横須賀駅よりバス「文化会館前」下車3分）

TEL：046-823-2950 / FAX：046-823-6547 / E-mail：info@yokosuka-bunka.info
文化会館ホームページ：https://yokosuka-bunka.info

■「オンライン仮予約」説明会のお知らせ■
本年4月1日より、文化会館・はまゆう会館の各施設を各々のホームページからオンラインで24時間
仮予約を行えるサービスを開始します。
事前に利用者登録を済ませた方が対象となります。
利用者登録は横須賀市内の団体に限ります。
下記の日程で利用者登録の手続きやオンライン仮予約の操作方法などの説明会を開催いたします。
出席者は1団体2名様までとさせていただきます。
説明会参加を希望される方は、①団体名②参加者数を各館受付事務室に電話でご連絡ください。
なお、オンライン仮予約の利用者登録は3月1日（金）から受付を開始します。

横須賀市文化会館

平成31年2月23日（土） ①14時～15時（第一会議室）
②18時～19時（第一会議室）

横須賀市はまゆう会館

平成31年2月24日（日） ①14時～15時（第一談話室）
②18時～19時（第一談話室）

● 施設予約抽選会のご案内
文化会館､はまゆう会館ともに最大12か月先まで施設をご予約することができます。
開催スケジュールを早めに確定させたい主催者様は､抽選会へのご参加をおすすめしております。
対象施設や利用目的によって抽選日が違います。ご不明な点は各施設までお問い合わせください。

抽選対象
日 時
会 場

2020年2月分

2019年8月分

平成31(2019)年 2月5日(火) 10時より
横須賀市文化会館 2F会議室

平成31(2019年) 2月10日(日) 10時より

横須賀市文化会館

1F受付カウンター

大ホール
中ホール
文化会館

展示室

文化会館

会議室

市民ギャラリー

対象施設

会議室

※上記施設併用時のみの場合

ホール
展示ギャラリー
はまゆう会館 リハーサル室 ※上記施設併用時のみの場合

談話室
はまゆう会館 リハーサル室

談話室 ※上記施設併用時のみの場合
多目的室 ※本番利用､または上記施設併用時の場合

必要なもの

多目的室

施設使用料の全額もしくは3割にあたる現金

○ 1団体につき1名様の参加とします。複数の参加が確認された場合は､すべてのご予約が無効となります。
○ 抽選会に参加する方は､当日必要書類の記入があります。参加される方は時間厳守にてご来館ください。
○ 公的行事等でご利用いただけない日程もあります。空き状況を事前にご確認ください。

注意事項

○ 横須賀市内に事業所または店舗を有しない企業等による営業目的での利用は､本抽選会の対象外となります。
ただし演劇･コンサートの類は除きます。
○ 同一の催し物で同一日ならば､各館で複数の施設をご予約いただけます。
また､同一の催し物で連続使用の場合は､次月にまたがってのご予約もできます。
* その他､詳細については､お問い合わせください。皆様のご来館をお待ち申し上げます。 *

横須賀市文化会館 TEL：046-823-2950 / 横須賀市はまゆう会館 TEL：046-852-1166
予約受付時間 9：00～19：00 / 休館日 毎週水曜日（祝日にあたる場合はその翌日）・12/29～1/3

◆2019年度サポーター募集のお知らせ◆
応募資格
▶横須賀市在住・在勤・在学の18歳以上の年間を通して参加していただける方
▶2019年4月6日（土）に行われる実習・研修会に出席できる方
※やむを得なく都合がつかない方は、別日に研修会を実施いたします。
※利益供与が目的の場合は参加をお断りします。
※この活動はボランティアであり、活動を通して習得した運営知識を他の活動にも活かしていただくこと
を目的としています。
※活動に必要な交通費を支給いたしますが、その他の給与・謝礼などの支給はありませんので予めご了承
ください。

募集人数
若干名

応募締切
2019年3月20日（水）まで。必着。
※応募者多数の場合は抽選選考を行います。

応募方法
▶文化会館及びはまゆう会館にある応募用紙に必要事項を記入し、郵送にて応募
.............. 〒238-0016 神奈川県横須賀市深田台50 サポーター係
▶文化会館及びはまゆう会館にある応募用紙に必要事項を記入し、FAXにて応募
.............. 046 823 6547
▶文化会館及びはまゆう会館にある応募用紙に必要事項を記入し、直接文化会館へお持ち込み
（受付時間内）
▶横須賀市文化会館ウェブサイトより応募
.................................... https://www.yokosuka-bunka.info/ ※要プリントアウト

結果通知
応募締切後、全応募者に通知します。

活動について
活動の対象期間は2019年4月1日～2020年3月31日までの1年間です。定期的に活動日があるわけではなく、対象公演がある日だけの活
動となります。
年間通してご参加いただけることが望ましいです。活動場所は各会館になります。

☆文化会館大ホールのお知らせ☆
● スタインウェイピアノ

オーバーホールのお知らせ

2019年1月4日（金）～3月31日（日）
大ホール備品のスタインウェイピアノ（1台）のオーバーホールを予定しています。
期間中、大ホールのグランドピアノはヤマハCF型1台のみの貸出となります。
ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

● 音響設備改修工事のお知らせ
2019年1月26日（土）～2月28日（木）
上記の日程で大ホールの音響設備改修工事を予定しています。工事期間中は大ホール音響
設備が使用できないため、楽屋を含む大ホールの利用申込みを受け付けいたしません。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
なお、大ホール以外の施設は通常通り、ご予約、ご利用いただけます。

