
Monthly Event Calender Number 165

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

  5(日)
1回目 11:30
2回目 14:30

全席指定
3,300円

(株)エムズプロデュース
06-6351-2291

  9(木)
10:00
13:30

会費制
さくらの会
原洋子 046-842-3622

11(土)
12(日)

13:00

S席 3,000円
A席 2,000円
高校生以下無料
(要チケット)

(社)よこすかの音楽家を
支援する会
046-842-7592
yokosuka.ymsa@gmail.com

13(月･祝) 12:30 無　料
横浜聖書バプテスト教会
045-824-1913

14(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

施設 日程 開演時間 入場方法 主催・問い合わせ

11(土) 10:00～19:00

12(日) 10:00～17:00

中ホール 11(土) 18:45 関係者
大塚台スマイルキッズ
046-874-7765

17(金)

～

21(火)

中ホール 19(日) 10:00 関係者
(株)東急スポーツオアシス
046-820-0109

23(木)

24(金)

中ホール 25(土) 9:30 無　料
城田祥子
080-6658-3983

中ホール
展示室

26(日) 14:00 無　料
AKIの会
046-842-2548

中ホール
展示室

27(月) 14:00 会員制
懐メロソング倶楽部
046-841-6770

展示室 31(金) 10:00～16:00 無　料
(株)ユキ
0120-20-3020

※　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。　

横須賀市児童生徒書写作品展 無　料
教育委員会 教育指導課
046-822-8240

行事タイトル

キッズカルチャー発表会

スマイルキッズフェス

2020初笑い! お笑い･絶品モノマネライブ in 横須賀

     横須賀市文化会館　中ホール／展示室

聖歌コンサート

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

よこすかニューイヤーコンサート 2020

16(木)～30(木)
照明改修工事の為､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します。

NPO法人「さくらの会」新春特別例会
(童謡･唱歌･世界民謡など一緒に歌いましょう)

　  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

日頃より当館をご利用いただき､誠にありがとうございます。
本年も皆様に親しまれ､利用しやすい会館を目指し､スタッフ一同努力してまいります。

昨年同様のご愛顧を賜りますよう､よろしくお願いいたします。
年始は1月4日(土)より通常開館いたします。駐車場は元旦より営業しております。

謹んで新春のお祝いを申し上げます。

     　　令和元年12月1日現在の情報です。

展示室 染･織もりと 初市 無　料

ウィッグ(かつら)展示販売会

㈱nst
03-6434-7619

AKIの会 新春コンサート

懐メロを歌う会

藤井ピアノ教室コンサート

展示室
  9:30～18:00

(最終日～16:00)

展示室 フィルムカメラ東京 無料査定会 無　料

染･織もりと
046-833-6622

10:00～17:00

 1 催し物のおしらせ 2020 
 January 



施設 日程

11(土)

～

17(金)

～

26(日)

～

ギャラリー
１

読書感想画展

市内に関係する会派を越えての書家の
集まりです。漢字､仮名､調和体等の
個性豊かな作品をご覧いただきたいです。

19(日)

横須賀市の小･中学生が読書で得た感動を
絵で表現しました。約650点の作品を
展示します。

14(火)

10:00～17:00

(最終日～16:00)

第32回横須賀書作家協会展

ギャラリー
１

 　横須賀市文化会館　市民ギャラリー1･2

開催時間 行事タイトル･主催コメント

・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。

主催・問い合わせ

横 須 賀 市 文 化 会 館

　　　　　◇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。

　　　　　◇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

10:00～18:00

(最終日～16:00)

第64回横須賀美術協会(YB)会員会友展

横須賀在住の美術愛好家の会員会友の絵画等の
作品を展示しています。私達の日々の創作活動の
成果を御高覧お願いします。

2/1(土)

ギャラリー
１･２

教育委員会 教育指導課
046-822-8240

横須賀書作家協会
新納寿逕 046-824-0634

  9:30～18:00

(最終日～15:00）

10:00～15:30
ギャラリー

１･２
23(木)

〒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

* 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。 *

横須賀高等学校
046-851-0120

横須賀美術協会
080-5200-1199

● 今月の休館日は、1/1(水)～3(金)･8(水)･15(水)･22(水)･29(水)です。                          令和元年12月1日現在の情報です。

● 施設予約抽選会のご案内

【令和3年(2021年)1月ご利用分】
日　時 / 会　場

対象
施設

文化会館

はまゆう会館

横須賀高等学校 生徒研究発表会
(ポスターセッション)

PrincipiaⅠ(1年生) 10:00～12:00
PrincipiaⅡ(2年生) 13:30～15:30
探究活動のポスター発表を行います。

●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

※　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。　

リハーサル室/談話室

【令和2年(2020年)7月ご利用分】
日　時 / 会　場

対象
施設

文化会館

はまゆう会館

令和2年(2020年)1月5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 / 展示室 / 市民ギャラリー / 会議室(区分貸施設併用に限る)

ホール / 展示ギャラリー / 多目的室 / リハーサル室(区分貸施設併用に限る)
談話室(区分貸施設併用に限る)

令和2年(2020年)1月10日(金) 10時より/横須賀市文化会館 1F受付カウンター

会議室




