
Monthly Event Calender Number 164

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(日) 13:00
無　料

(座席は先着順)
陸上自衛隊高等工科学校
046-856-1291 内線219

  3(火) 12:00 関係者
横須賀幼稚園
046-822-1043

  7(土) 13:30 無　料
横須賀シーサイドウインド
オーケストラ
090-5340-6136

  8(日) 11:00 無　料
関沢民族舞踊研究所
TEL･FAX 046-822-1321
※090-5780-7243

10(火) 12:00 関係者
城北幼稚園
046-851-3803

12(木) 12:30 関係者
南横須賀幼稚園
046-834-0603

14(土) 14:30 500円
よこすか市民会議
090-9965-2284
(9:00～17:00)

15(日) 10:30 1,000円
神奈川県吹奏楽連盟
045-548-3900

16(月)  10:00 事前申込制
横須賀工業高等学校
046-851-2123

19(木)
10:00
13:30

会費制
さくらの会
原洋子 046-842-3622

21(土) 16:00 無　料
ジョイフル･ブラス･オーケストラ
事務局 info@jbo.cc
090-4593-7468

22(日)
①12:30
②15:00
③17:30

3,177円
英語コンサート事務局
0570-00-8600
(10:00～18:00)

24(火) 14:00 無　料
逗子高等学校吹奏楽部
046-871-3218

27(金) 17:00 無　料
さくま･さかき
モダンバレエスタジオ
046-865-6391

※　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。　

YCCゴスペルクワイア
クリスマスコンサート2019

第43回神奈川県アンサンブルコンテスト

防災講演会「身近な防災を考えよう」

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://www.yokosuka-bunka.info

● 今月の休館日は、12/4(水)･11(水)･18(水)･25(水)･29(日)～1/3(金)です。      　　　令和元年12月5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）

プチリーナたちのバレエコンサート

NPO法人｢さくらの会｣クリスマスミニコンサート
(童謡･唱歌･世界民謡など一緒に歌いましょう)

ジョイフル･ブラス･オーケストラ
第37回定期演奏会

ベネッセの英語コンサート冬公演

逗子高等学校吹奏楽部 冬定期演奏会

陸上自衛隊高等工科学校 音楽フェス2019

横須賀幼稚園 おゆうぎ会

横須賀シーサイドウインドオーケストラ
第11回定期演奏会

南横須賀幼稚園 クリスマスお遊戯会

　  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

櫻川流江戸芸かっぽれ20周年発表会

城北幼稚園 クリスマスお遊戯会
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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

  1(日)

中ホール   6(金)

中ホール   7(土)

中ホール   7(土)

中ホール 10(火)

中ホール 14(土)

中ホール
展示室

16(月)

展示室 19(木)

中ホール
展示室

21(土)

会　場

注意事項

施設使用料の全額もしくは3割にあたる現金

令和元年11月1日現在の情報です。

文化会館

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。

横須賀市文化会館 1F受付カウンター

● 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。

令和2(2020)年6月分令和2(2020)年12月分
令和元(2019)年 12月5日(木) 10時より

抽選対象
日　時 令和元(2019)年 12月10日(火) 10時より

○ 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。

○ 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。

*  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

開催時間

○ 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。

必要なもの

大ホール

中ホール

市民ギャラリー

展示室

会議室　※上記施設併用に限る

横須賀市文化会館 1F受付カウンター

文化会館

はまゆう会館

ホール
対象施設

はまゆう会館

リハーサル室 　※上記施設併用に限る

展示ギャラリー

横須賀おやこ劇場
046-874-6678

ブリッジ クリスマス会 見学自由

関係者

行事タイトル 主催・問い合わせ入場方法

朏の会
倉澤 046-822-7644

笠川まどか･水口綾子
ピアノデュオリサイタルVol.3

2,000円
0歳児～

中学3年生
までは無料

ブリッジ 秋山
046-841-6210

(株)サンシャイン
ハッピープリスクール
046-838-5677

JCLA
046-816-9986

鈴美会
046-825-8137

萌の会
090-4710-1779

笠川まどか
090-2316-5016

13:00

10:00～15:00 第15回こども芸術祭 会員制

18:30 音楽コンサート 関係者

朏の会 第10回修了コンサート 無　料

18:30

鈴美会 忘年会 関係者10:00

萌の会 クリスマス音楽会 無　料

懐メロソング倶楽部
046-841-6770

多目的室
リハーサル室
談話室

会議室

10:00

リズム発表会

14:00

14:00

9:00

談話室 　※上記施設併用に限る

懐メロを歌う会 会員制



施設 日程

11/29(金)

～

11/30(土)

～

  5(木)

～

  5(木)

～

14(土)

20(金)

～

利用料金

0円

310円

●駐車券 100円

第6回近隣4ヶ国児童絵画交換展in三浦半島

ギャラ
リー１

ギャラ
リー２

10:00～17:00

(最終日～16:00)

ギャラ
リー２

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。
ご来場をお待ちしております。

三潮会展

  3(火)

(初　日13:00～)

  10:00～17:00
  8(日)

主催・問い合わせ

近隣4ヶ国児童絵画交換展
実行委員会
046-824-6120

自然･風景写真を愛する会
046-827-0161

横須賀市自然･人文博物館
046-824-3688

教育委員会 支援教育課
046-822-8513

横須賀市造形教育研究会
黒岩 090-2488-5083

湘南学院高等学校
046-833-3433

● 今月の休館日は、12/4(水)･11(水)･18(水)･25(水)･29(日)～1/3(金)です。      　　　令和元年11月8日現在の情報です。

ギャラ
リー１

10:00～18:00

(最終日～16:00)

湘南学院高等学校
美術･書道系科目群卒業制作展
美術･書道を科目群として､週6時間2年間学んだ
成果発表となります。
楽しんでご高覧下さい。

22(日)

  9:30～17:00

(最終日～14:00)

  3(火)

(初　日13:00～)

10:00～18:00

(最終日～16:00)

日本の自然風景をそのまま再現すべく
データを無加工でプリント致しました。
穏やかで自然な色調の作品をお楽しみ下さい。

  9(月)

 　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

ギャラ
リー１

横須賀市児童生徒ふれあい作品展

今年は､第6回目になります。昨年は450点の
日中朝韓4ヶ国の児童絵画を展示しました。
是非鑑賞して下さい。

自然･風景写真展｢四季光彩｣

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

  9:30～17:00

研究発表会
｢みんなの理科フェスティバル」

ギャラ
リー１･２

子どもから大人まで､みんなが｢理科｣でつながる
2日間！博物館とのスタンプラリーも実施します。
ぜひお越しください。15(日)

◆ 連続でご利用いただける日数は､最長7日間です。

●開場期間

  令和元年12月29日(日)～令和2年1月3日(金)

●入場時間

  7:30～23:00(元旦のみ5:30～23:00)

●利用料金

  通常と同じ料金体系です

上記以外の時間 30分までごとに

　※ 7時30分から連続して駐車する時の7時30分から23時までの利用料金は､
　　この表の規定にかかわらず､30分ごとに210円を加算します。

区　　　分

◆ 駐車場料金に上限はありません。長時間駐車の際はご注意ください。

  精算時に必要です。
  なくさないようにご注意ください。

＊＊＊　横須賀市文化会館駐車場 年末年始開場のおしらせ　＊＊＊

7時30分～23時まで

※平成31年1月1日のみ
　5時30分～23時まで

駐 車 場 料 金 表

1回1時間まで

1回1時間を超え4時間まで

　　1回4時間を超えた場合は､310円に
　　4時間を超えた時間30分までごとに
　　210円加算します。

横須賀市文化会館駐車場のみ年末年始(12/29～1/3)も営業を行います。

　※ この期間は､施設休館日となります。
　　予めご了承ください。


