
Monthly Event Calender Number 158

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

  1(土)

  2(日)

  9(日) 12:30 無　料
(公財)横須賀市生涯学習財団
046-822-4838

14(金) 18:00 会員制
横須賀演劇鑑賞会
046-822-5821

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

16(日) 13:30
前売    800円
当日 1,000円

16ミリ試写室
090-2901-0862

18(火) 14:00 関係者
市役所 教育指導課
046-822-9821

20(木)
10:00
13:30

会費制
さくらの会
原洋子 046-842-3622

22(土) 15:30 無　料
音楽教室 三本の木
090-2204-4987

23(日) 14:00 無　料
横須賀明光高等学校吹奏楽部
046-834-5671

25(火) 14:00 関係者
市役所 教育指導課
046-822-9821

27(木) 9:00～22:00
1,900円/1H
(事前申込制)

(自主事業)
横須賀市文化会館
046-823-2951

28(金) 18:00
前売り(税別)
PS席6,800円
SS席5,800円

(株)夢グループ
0570-064-724
(10:00～18:00)

30(日) 未　定 関係者
(株)オクターヴ
046-826-3839

※　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。　

10:30 無　料
房静流民舞研究会
046-851-2684

〒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

● 今月の休館日は、6/5(水)･12(水)･19(水)･26(水)です。      　　　　　　　　     　　　　令和元年5月7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

新学習指導要領説明会②

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

夢スター歌謡祭 橋幸夫と歌の仲間たち

ELECTONE FESTIVAL2019
JOYFUL LIVE in オクターヴ

第43回市民音楽のつどい

横須賀演劇鑑賞会 第281回例会
俳優座劇場プロデュース公演｢ハーヴェイ｣

第45回クリーンよこすか市民のつどい

｢明光高校吹奏楽部
12th Anniversary Concert｣The Final

第59回房静流民舞発表会

第28回有料上映会｢やさしくなあに｣と
監督 伊勢慎一氏のトーク

新学習指導要領説明会①

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)

音楽教室三本の木 ピアノ発表会vol.8

　  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
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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   2(日)

  2(日)

～

  8(土)

展示室 10(月)

中ホール 16(日)

16(日)

17(月)

中ホール
展示室

22(土)

中ホール
展示室

24(月)

展示室 28(金)

中ホール
展示室

29(土)

会議室

リハーサル室

談話室

展示室 第79回YB公募展 無　料

10:00～11:30 ツインズフリーマーケット 無　料

対象施設

文化会館

はまゆう会館

ホール

はまゆう会館

展示ギャラリー

リハーサル室 ※上記施設併用時のみの場合

談話室 ※上記施設併用時のみの場合

多目的室

○ 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。

○ 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､次月にまたいでのご予約もできます。

必要なもの 施設使用料の全額もしくは3割にあたる現金

*  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 令和元年(2019)年 6月6日(木) 10時より 令和元年(2019)年6月10日(月) 10時より

大ホール

文化会館

中ホール

展示室

市民ギャラリー

会議室　※上記施設併用時のみの場合

会　場 横須賀市文化会館　2F会議室 横須賀市文化会館　1F受付カウンター

注意事項

○ 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。

抽選対象 令和２年(2020年)6月分 令和元年(2019年)12月分

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。

● 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。

13:00～14:15 県立横須賀高校説明会 無　料
(株)臨海
045-441-4119

13:30 日本舞踊 藤流浴衣浚い会 無　料
藤流 藤昌会
046-841-1778

令和元年5月1日現在の情報です。

懐メロソング倶楽部
046-841-6770

(株)ユキ
0120-20-3020

14:00

10:00～16:00

懐メロを歌う会

ウィッグ(かつら)展示即売会

会員制

無　料

展示室 染･織もりと 展示販売 無　料
染･織もりと
046-833-662210:00～17:00

10:00～19:00

11:00～15:00
Little garden
創作オンリー同人誌即売会

300円
Little garden
080-4341-0449

開催時間 行事タイトル 入場方法 主催・問い合わせ

10:00～18:00

(最終日～16:00）

13:00
第79回YB公募展
表彰式＆レセプション

関係者

横須賀美術協会
080-5200-1199

佐藤 046-824-9037



施設 日程

  2(日)

～

20(木)

～

27(木)

～

27(木)

～

(初　日13:00～)

10:00～18:00

(最終日～15:00)

7/2(火)

30(日)

ギャラリー
２

23(日)

● 今月の休館日は、6/5(水)･12(水)･19(水)･26(水)です。      　　　　　　　　   令和元年5月4日現在の情報です。

ギャラリー
２

(初　日11:00～)

10:00～18:00

(最終日～17:00)

ギャラリー
１

写楽よこすか
046-856-7811

第54回写楽よこすか写真展

色々な被写体と出合い思い思いの風景を集めて､
写真展を開催します。ぜひ見に来て下さい。
お待ちしております。

梅田アトリエ
046-836-7504

グループ夢
　ゆ　め

創

045-771-4884

 　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

ギャラリー
１･２

第79回YB公募展

  8(土)

10:00～18:00

(最終日～16:00)

横須賀美術協会
080-5200-1199ヨコスカARTの｢今｣をお楽しみ下さい。

油彩､水彩､版画､彫刻､立体造形作品の
公募展です。皆様のご来場をお待ち致します。

(初　日12:00～)

10:00～17:00

(最終日～16:00)

第21回グループ夢
　ゆ　　め

創展

会場では､4号～130号まで多数あり､水彩､
パステル､油彩のいきいきと魅力あふれる感動の
作品たちに出会えることでしょう．

第34回梅田アトリエ作品展

年一度の開催で34回目になります。
出品者もかなり高齢にはなりましたが、作品は
若く熱いエネルギーが込められています。


