
Monthly Event Calender Number 167

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) 13:30
前売1,300円
当日1,500円

16ミリ試写室
松澤 090-2901-0862

  6(金)   9:30 関係者
津久井幼稚園
046-848-2414

15(日) 10:00 無　料
(要整理券)

県南吹奏楽連盟
070-2792-7785

19(木)
10:00
13:30

会費制
さくらの会
原洋子 046-842-3622

20(金･祝) 13:30 1,000円
神奈川男声合唱協会
鈴木 090-3061-9543

21(土) 13:30 無　料
大津中学校吹奏楽部
046-823-1032

22(日) 16:00 無　料
常葉中学校吹奏楽部
046-825-7410

23(月) 18:00 無　料
山手学院中学校･高等学校吹奏楽部
045-891-2111

24(火) 17:30 無　料
湘南学院高等学校吹奏楽部
046-833-3433

26(木) 15:30 無　料
横浜市立南高等学校音楽部
045-822-1910

27(金) 18:00 無　料
浦賀中学校吹奏楽部
046-841-0454

28(土) 18:00
無　料

(要整理券)

追浜高等学校吹奏楽部
046-865-8490
046-865-8491

29(日) 14:00 無　料
久里浜中学校吹奏楽部
046-835-0402

30(月) 14:00 無　料
鴨居中学校吹奏楽部
046-841-0442

※　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://www.yokosuka-bunka.info

鴨居中学校吹奏楽部 スプリングコンサート2020

● 今月の休館日は、3/4(水)･11(水)･18(水)･25(水)です。      　　　　　　　　　　令和2年3月19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）

久里浜中学校吹奏楽部 スプリングフェスタ

津久井幼稚園 器楽演奏会

県南吹奏楽フェスティバル

NPO法人｢さくらの会｣
(童謡･唱歌･世界民謡などを一緒に歌いましょう)

大津中学校吹奏楽部 スプリングコンサート2020

常葉中学校吹奏楽部 第29回定期演奏会

湘南学院高等学校吹奏楽部 第37回定期演奏会

横浜市立南高等学校･附属中学校音楽部
定期演奏会

浦賀中学校吹奏楽部 第19回定期演奏会

追浜高等学校吹奏楽部 第48回定期演奏会

山手学院中学校･高等学校吹奏楽部 定期演奏会

神奈川男声合唱協会 第16回演奏会

第29回有料上映会｢よあけの焚き火｣
と大蔵流狂言の上演･お話

　  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

3 催し物のおしらせ  March 
2020 

新型コロナウィルスの影響により変更がある場合がございます。

最新情報は主催者もしくは会館までお問い合わせください 

延期→9/19（土）開演 13:30 
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     横須賀市文化会館　中ホール／展示室

施設 日程

2/29(土)

  1(日)

中ホール
展示室

  3(火)

展示室
  7(土)
  8(日)

中ホール   8(日)

展示室 12(木)

中ホール 21(土)

中ホール
展示室

22(日)

中ホール 28(土)

28(土)

29(日)

中ホール
展示室

30(月)

会議室

リハーサル室

談話室

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

*  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

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

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。

○ 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。

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

対象施設

文化会館

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

はまゆう会館

ホール

はまゆう会館

展示ギャラリー

多目的室

日　時 令和2年(2020)年 3月5日(木) 10時より 令和2年(2020)年3月10日(火) 10時より

● 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。

● 今月の休館日は、3/4(水)･11(水)･18(水)･25(水)です。      　　　　　　　　令和2年3月19日現在の情報です。

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 令和3年(2021年)3月分 令和2年(2020年)9月分

(株)ユキ
0120-20-3020

13:30
ルミエールバレエリトミック教室主催
｢みんなが楽しい発表会｣

無　料
西田
080-5654-9297

三和こども園
046-822-0479

10:40 三和こども園 卒園式 関係者

10:00～16:00 ウィッグ(かつら)展示販売会 無　料

14:00 懐メロを歌う会 会員制
懐メロソング倶楽部
046-841-6770

  9:00～17:00

  9:00～16:00

主催・問い合わせ

11:00～16:00

10:00～15:00
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

開催時間 行事タイトル 入場方法

横須賀市立看護専門学校
046-820-6680

10:00～17:00 第43回横須賀東洋蘭愛好会 展示会 無　料
横須賀東洋蘭愛好会
046-844-6837

展示室
横須賀盆栽会
046-875-5695

横須賀盆栽会 春季盆栽展
※即売あり

無　料

展示室

13:45 第12回ピアノ発表会 無　料
長谷川由枝音楽教室
046-853-5913

14:00 横須賀国際合唱団コンサートvol.1 無　料
横須賀国際合唱団
090-8052-9905

13:30 横須賀市立看護専門学校 卒業式 関係者

新型コロナウィルスの影響により変更がある場合がございます。 

中止 

中止 

※当館中止 開催場所変更 
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施設 日程

  5(木)

～

  7(土)

～

13(金)

～

19(木)

～

19(木)

～

26(木)

～

ちょっと見て！という趣味をお持ちの方々が､
ご自身の大切なコレクションや作品を展示
しています。ジャンル問わず楽しめます。

第47回横須賀書道連盟展

横須賀の主な書道9団体による。
毎年春に漢字､かな等多彩な作品を展示して
います。皆さんをお待ちしています。

マイパレット
046-824-6802

書法研究 三学舎
代表 遠矢
046-823-7130

伝統的な漢字多字数作品を中心に､現代的で
楽しめる小作品まで､多彩な書表現の作品を
展示致します。

第14回舎人展

 　 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日になりますので
 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

  8(日)

三浦半島を足場に活動する写真愛好家の作品を
展示します。街､人､自然…思わぬ発見が
あるでしょう。足をお運び下さい。

10(火)

ギャラリー
１

10:00～16:00

マイコレクション合同展示会2020

ギャラリー
２

(初　日12:00～)

10:00～17:00

(最終日～16:00)

第19回かながわ亀楽愛写真展

ギャラリー
１

第22回マイパレット作品展

15(日)

10:00～18:00

(最終日～17:00)

ギャラリー
１･２

10:00～17:00

(最終日～16:00)

(初　日12:00～)

10:00～17:00

(最終日～16:00)

ギャラリー
２

三浦半島に活動拠点を有する14団体が参加し､
自信作を展示します。写真が持つ力を実感して
いただけると思います。

31(火)

24(火)

　　　　　※ 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。

　　　　　※ 時間･内容等が変更になる場合もあります。詳細は主催者までお問い合わせください。

かながわ亀楽愛
0467-84-7896

(自主事業)
横須賀市文化会館
046-823-2951

横須賀書道連盟
090-8511-5430

● 今月の休館日は、3/4(水)･11(水)･18(水)･25(水)です。      　　　　　　　　　　　   令和2年3月19日現在の情報です。

｢さよなら平成｣と｢令和を祝う｣を題して水彩･色鉛
筆･パステル･アクリル画の作品を展示いたします。
是非ご覧ください。

22(日)

ギャラリー
１･２

(初　日12:00～)

10:00～17:00

(最終日～16:00)

第10回三浦半島みんなの写真展

三浦半島みんなの写真展
実行委員会
046-848-6650

中止 

新型コロナウィルスの影響により変更がある場合がございます。最新情報は主催者もしくは会館までお問い合わせください 
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中止 

中止 

中止 

延期⇒6/18（木）～23（火） 


