
Monthly Event Calender Number 163

YOKOSUKA CITY CULTURAL HALL

横須賀市文化会館

日程 開演時間 入場方法 主催・問い合わせ

  2(土)
  3(日･祝)

10:00 700円
県南吹奏楽連盟事務局
070-2792-7785

4(月･振休) 15:30 無　料
しおかぜ舞台芸術
046-804-4189

  5(火) 10:00 無　料
よこすか光年クラブ
046-825-0018

16(土) 13:30 無　料
市役所 資源循環推進課
046-822-9396

17(日) 12:30 無　料
市役所 生涯学習課
046-822-8484

18(月) 13:00 関係者
(一社)神奈川県自動車整備振興会
045-934-2311

21(木)
10:00
13:30

会費制
さくらの会
原洋子 046-842-3622

22(金) 11:45 関係者
ケンコウ幼稚園
046-843-1245

23(土･祝) 10:30 無　料
(公財)横須賀市生涯学習財団
046-822-4838

24(日) 15:00 無　料
関東学院大学管弦楽団
山田 080-5497-8725
f17S1134＠kanto-gakuin.ac.jp

25(月) 12:20 関係者
横須賀若草幼稚園
046-836-0526

26(火) 9:00～21:30
1,900円/1H
(事前申込制)

(自主事業)
横須賀市文化会館
046-823-2951

※　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。　

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

● 今月の休館日は、11/6(水)･13(水)･20(水)･27(水)です。      　　　　　　令和元年11月12日現在の情報です。

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）

横須賀若草幼稚園 たのしいおゆうぎ会

ピアニスト体験
※詳しくはHP､または会館までお問い合わせください。

NPO法人｢さくらの会｣
(童謡･唱歌･世界民謡など一緒に歌いましょう)

ケンコウ幼稚園 表現発表会

第72回市民文化祭 市民民謡のつどい

関東学院大学管弦楽団 第15回定期演奏会

県南アンサンブルコンテスト

しおかぜ舞台芸術 おさらい会

よこすか光年クラブ 芸能福祉大会

令和元年度 整備主任者法令学科研修会

　  横須賀市文化会館　大ホール 指定管理者：よこすか文化パートナーズ

行事タイトル

第47回クリーンよこすか中央会議

第34回横須賀民俗芸能大会
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     横須賀市文化会館　中ホール／展示室

施設 日程

中ホール
展示室

4(月･振休)

展示室   7(木)

  8(金)

～

10(日)

中ホール   9(土)

中ホール   9(土)

中ホール 10(日)

中ホール 10(日)

中ホール
展示室

14(木)

展示室 15(金)

展示室 16(土)

中ホール 18(月)

中ホール 24(日)

中ホール
展示室

26(火)

28(木)

29(金)

30(土)

中ホール 29(金)

中ホール 30(土)

会員制
懐メロソング倶楽部
046-841-6770

懐メロを歌う会14:00

10:00～16:00 ウィッグ(かつら)展示即売会 無　料
(株)ユキ
0120-20-3020

10:00～15:00 ヨコスカECOフェスティバル 無　料
ヨコスカママナビ
椎名 080-3454-4117

事前申込制
(11/6(水)必着)

東海大学工学部
応用化学科 秋山
yakiyama@tokai.ac.jp

1,000円
プチフルールの会
渡邊 090-4725-7153

14:00
横須賀お笑いライブ
0468スタイル vol.85

1,500円
高校生以下

500円

0468スタイル
090-4069-6917

13:30
令和元年度第16回
横須賀市立看護専門学校 戴帽式

関係者
横須賀市立看護専門学校
046-820-6680

会費制

長谷川義史めちゃめちゃおもろい
絵本ライブ3

全日本歩行ラリー研究会
03-3977-7758

13:00

10:00～11:30 ツインズフリーマーケット 無　料
佐藤
046-824-9037

入場方法 主催・問い合わせ開催時間 行事タイトル

One hour Concert事務局
0120-5489-16

10:30
0歳からのクラシックコンサート
1時間の小さな演奏会
One hour Concert楽しい弦楽器の世界

大 人1,500円
こども 500円

大   人2,000円
子ども1,000円
親   子2,500円

5つのめろんぱん
080-6676-3389

19:00
こすぎピアノ教室･周藤みどりピアノ教室
合同おさらい会

無　料 小杉 046-822-1555

10:00
秋の横須賀！がんばろう日本！
2019年度･全日本歩行ラリー大会

展示室
伝統江戸かんざし･上村康重
横須賀錺彫金工芸会作品展

無　料
上村康重
046-865-7117

10:00～16:30

(最終日～16:00)

展示室 第29回市老連 文化作品展 無　料
横須賀市老人クラブ連合会
046-821-1317

12:00～16:00

  9:00～16:00

  9:00～14:30

14:00

14:00～16:00
ドクターアキヤマと科学をおもいっきり
楽しもう！リターンズ

ミルフィーユコンサート

対象
施設

文化会館 大ホール / 中ホール / 展示室 / 市民ギャラリー / 会議室(区分貸施設併用でのご利用)

はまゆう会館
ホール / 展示ギャラリー / 多目的室 / リハーサル室(区分貸施設併用でのご利用)
談話室(区分貸施設併用でのご利用)

【令和2年(2020年)11月ご利用分】

日　時 / 会　場 令和元年(2019年)11月5日(火) 10時より/横須賀市文化会館 2F会議室

(独)国立特別支援教育総合
研究所 046-839-6879

13:00 ピアノ教室発表会 無　料
瀧川ピアノ教室
070-6645-4228

● 施設予約抽選会のご案内

10:30
横須賀市児童生徒ふれあいフェスタ
パネルディスカッションとワークショップ

関係者

【令和2年(2020年)5月ご利用分】

　　　　　◇次の物をお持ちください : 施設利用料金の全額もしくは3割(予約金)にあたる現金

* 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。 *

日　時 / 会　場 令和元年(2019年)11月10日(日) 10時より/横須賀市文化会館 1F受付カウンター

対象
施設

文化会館 会議室

はまゆう会館 リハーサル室/談話室

　　　　　◇1団体1名の参加とします。複数の参加が確認された場合は､すべてのご予約が無効になります。

　　　　　◇同一の催し物で連続してご利用の場合､次月にまたがっての予約が可能です。



施設 日程

  1(金)

～

  1(金)

～

  8(金)

～

16(土)

19(火)

21(木)

～

29(金)

～

30(土)

～

● 今月の休館日は、11/6(水)･13(水)･20(水)･27(水)です。      　　　　　　　   令和元年10月1日現在の情報です。

公募部門の洋画･日本画･写真･短歌･俳句･川柳の
今年度入賞作品を一堂に展示します。

24(日)

ギャラリー
２

(初　日13:00～)

10:00～18:00

(最終日～16:00)

三潮会展

横須賀市造形教育研究会
黒岩 090-2488-5083

横須賀市立学校教職員･OBによる第63回美術作品
展です。絵画等の作品を展示します。
どうぞご覧ください。

12/3(火)

12/3(火)

ギャラリー
１

LE.VER RE(ステンドグラス)
Atelie AOI(フラワーアレンジメント)

作品展

第72回市民文化祭 入賞作品展

11(月)

18:00

  5(火)

建築では､建築士のしごとにスポットをあて
企画展示を行います。フラワーでは､大切な
記念の花を心をこめて押花にしました。

  5(火)

ギャラリー
２

10:00～17:00

(最終日～16:00)

第72回市民文化祭 市民鎌倉彫展

ギャラリー
１

10:00～17:00

(最終日～16:00)

第72回市民文化祭 建築･フラワー合同展

 　横須賀市文化会館　市民ギャラリー1･2
・今月の市民ギャラリーは全て入場無料です。
・会期中の水曜日は休館になりますので
   ご注意ください。

開催時間 行事タイトル･主催コメント 主催・問い合わせ

(公財)横須賀市生涯学習財団
046-822-4838

(公財)横須賀市生涯学習財団
046-822-4838

教育委員会 支援教育課
046-822-8513

横須賀市内にある特別支援学級や特別支援学校等の
子ども達の作品を展示します。
ご来場お待ちしております。

横須賀市児童生徒ふれあい作品展

鎌倉彫といえば大きな作品を思い描きますが､
日頃使える作品など皆様にも楽しく見ていただける
作品でお待ちしています。

第72回市民文化祭 市民書道展

ステンドグラスとフラワーアレンジメントの
作品展です。生活の中で楽しめる作品達を
どうぞお楽しみ下さい。

アトリエAOI
046-861-0297

第72回市民文化祭 総合表彰式　 入場方法 : 関係者

｢明日に喜びを｣をスローガンに､学ぶ喜びや
豊かな心を育てる喜びを､出品者や来場の皆様に
感じて頂くことを目指す書道展です。

  9:30～17:00

(最終日～14:00)

ギャラリー
１･２

10:00～17:00

(最終日～16:00)

ギャラリー
１･２

17(日)

10:00～17:00

10:00～18:00

10:00～17:00

ギャラリー
１


