
Monthly Event Calender Number 175

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

  3(火･祝) 15:15 無　料
プルミエール･バレエスクール
046-853-1610

7(土)
13:00
(予定)

8(日)
10:00
(予定)

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

17(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

29(日) 15:30 会員制
横須賀おやこ劇場
046-874-6678

施設 日程 開演時間 入場方法 主催・問い合わせ

中ホール   1(日) 13:30 無　料
石田音楽院
046-853-9866

中ホール
展示室

12(木) 13:30 関係者
横須賀市立看護専門学校
046-820-6680

展示室 14(土)
14:30
(予　定)

申込制
R+house横須賀･三浦
土屋商事(株) 046-874-8484
contact@rhouse-yokosuka,jp

中ホール 21(土) 19:00 関係者 小杉 046-822-1555

中ホール 28(土) 9:30 関係者
株式会社サンシャイン
ハッピープリスクール
046-838-5677

※　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。　

　 指定管理者：よこすか文化パートナーズ

行事タイトル

     横須賀市文化会館　大ホール

文化会館ホームページ：https://www.yokosuka-bunka.info

● 今月の休館日は、11/4(水)･11(水)･18(水)･25(水)です。　　　　　　　　　　 令和2年10月1日現在の情報です。

●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

横 須 賀 市 文 化 会 館

〒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

横須賀おやこ劇場 第329回低高合同例会
小林陽一&JJMジャズコンサート

Yokosuka Ballet Concert Vol.3

ピアニスト体験
※詳しくはHP､または会館までお問合せください

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

リズム発表会

令和2年度第17回
横須賀市立看護専門学校戴帽式

     横須賀市文化会館　中ホール／展示室
行事タイトル

第76回石田忠ギター教室発表会

令和2年度 整備主任者法令･学科研修会

県南アンサンブルコンテスト 無観客
県南吹奏楽連盟事務局
070-2792-7785

後悔しないための
賢い家づくり勉強会

11 催し物のおしらせ2020
November

新型コロナウイルス感染症まん延防止の為､催し物の開催が延期･中止になる場合がございます。

実施については直接主催者へ確認をお願い致します。



施設 日程

10/29(木)

～

  6(金)

～

13(金)

～

26(木)

～

  9(月)

10:00～17:00

(最終日～16:00)

第73回市民文化祭 市民書道展

出品者一同心を込めて書き上げた､書道連盟の
会員･学生･学童による作品と､市民の応募作品を
展示します。

第73回市民文化祭
パッチワーク･キルト展

ギャラリー
１･２

10:00～17:00

(最終日～16:00)

ギャラリー
１･２

● 今月の休館日は、11/4(水)･11(水)･18(水)･25(水)です。　　　　　　　　　　　 令和2年10月1日現在の情報です

令和2年(2020年)11月5日(木) 10時より/横須賀市文化会館  中ホール

【令和3年(2021年)11月ご利用分】

日　時 / 会　場

｢ねんりんピック2022｣をテーマに制作した､
躍動的なパッチワーク･キルトの作品をお楽しみ
ください。

17(火)

29(日)

10:00～17:00

(最終日～16:00)

第73回市民文化祭 入賞作品展

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。

ギャラリー
１

● 施設予約抽選会のご案内

(公財)横須賀市生涯学習財団
046-822-4838

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

◇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。

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)11月10日(火) 10時より/横須賀市文化会館 1F受付カウンター

はまゆう会館

日　時 / 会　場

◇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

注意事項

※ 抽選会へは3密を避けるため、代表者のみご参加でお願いします。

文化会館

はまゆう会館

【令和3年(2021年)5月ご利用分】

対象
施設

対象
施設

 　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

(初　日13:00～)

10:00～18:00

(最終日～16:00)

第51回よこすかフォト支部写真展

全日本写真連盟
よこすかフォト支部
藤森 046-848-5683

創立以来半世紀､伝統あるクラブとして
日夜努力しています。
多くの皆様のご来場を心からお待ち
しています。  3(火･祝)

ギャラリー
１

主催・問い合わせ

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)

※ ご来館の際は、マスク着用と手指消毒にご協力をお願いします。

* 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。 *

会議室

リハーサル室 / 談話室

文化会館

新型コロナウイルス感染症まん延防止の為､催し物の開催が延期･中止になる場合がございます。

実施については直接主催者へ確認をお願い致します。



行事開催方針及び施設利用条件の改訂について（2020年10月改訂）

2020年10月改訂

横須賀市文化会館 / 横須賀市はまゆう会館

感染症対策のため、当館施設の利用にあたっては次のルールをお守りください

1.マスクの着用、手指の消毒

□ 施設利用中はマスクを着用してください。また、手洗い・手指の消毒の徹底をお願いします。

2.三密（密閉・密集・密接）の回避

□ 施設利用の際は適宜窓や出入口を開け換気を行ってください。

人と人との間隔を最低でも1m、極力2mあけてください。

3.発熱のある方は利用しない

□ せき・発熱等風邪の症状がある方の入館はお断りします。

4.施設消毒

□ 全施設定期消毒は行っておりますが、施設ごとの消毒液は設置しておりません。

ご利用者様がご用意ください。

5.主催者様ご利用条件

□ 主催者は参加者（スタッフ観客等すべて）の連絡先を確実に把握すること。

□ マスク着用率100％を徹底してください。

□ 入口、トイレ等において、入退場時や休憩時間に密集を生み出さないよう、

人員の配置や導線の確保等を行うこと。

□ 演者等と観客がイベント前後や休憩時間等に接触しないよう確実な措置を講じること。

□ 飲食用に感染防止策を講じたエリア以外での飲食を制限すること。

□ 適切な人員配置をし、感染症対策担当者を置くこと。

6.ご利用をお断りする利用目的の例

次のような催しについては、原則としてご利用をお断りします。

□ 客席での歌唱やかけ声を伴うもの。ただし必要な感染症対策を講じるものは除く。

□ 近距離での会話を伴うもの

□ 接触を伴うスポーツ・社交ダンス等。ただし必要な感染症対策を講じるものは除く。

□ 密閉した空間で飛沫飛散のリスクが高まるもの。ただし必要な感染症対策を講じるものは除く。

□ 上記ほか、感染リスクが高まると管理者が判断するもの

7.施設予約は電話での仮予約から

□ 来館者の3密を避けるため、当面の間、施設の窓口受付は電話で仮予約をしていただいた方を

優先します。

8.運用期間

□ 2020年10月より当面の間

9.ご来館時受付対応についてのお願い

□ ご来館時の密集を避けるため、当面の間お電話にて窓口受付の予約を実施しております。

□ 予約者優先での対応となります。予約なしでご来館の場合、お待ちいただくことがございます。

あらかじめご了承ください。

10.利用可能人数制限について

□ 施設ごとにご利用人数の制限があります。ご利用内容によって大きく変わります。

申請の前に必ずお電話でご確認ください。


