
Monthly Event Calender Number 176

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(木)
10:00
13:30

会費制
さくらの会
瀬川明由 046-841-6770

  5(土) 10:00 関係者
湘南栄光幼稚園
046-841-2307

  8(火) 10:45 関係者
城北幼稚園
046-851-3803

11(金) 12:00 関係者
横須賀幼稚園
046-822-1043

12(土) 13:00

申込制
(チケット
2,000円)

※小学生以下は無料

Yuei・平本和弘
minnano2020sai@gmail.com

14(月) 10:00 関係者
南横須賀幼稚園
046-834-0603

19(土)
17:30
(予　定)

関係者
横須賀高校吹奏楽部
海老原 090-3520-7097

22(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

27(日)
11:00
14:00

2,800円
(3歳以上有料) (株)劇団飛行船

03-4500-6810

施設 日程 開演時間 入場方法 主催・問い合わせ

中ホール   6(日) 15:00 無　料
限定40名(先着)

(有)ティーナ
046-842-1100

展示室 10(木) 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。　

NPO法人｢さくらの会」
(歌とピアノ･サックスのコンサート)

　 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、12/2(水)･9(水)･16(水)･23(水)･29(火)～1/3(日)です。　   　               令和2年11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

ウイッグ(かつら)展示即売会

横須賀高校吹奏楽部 ウインターコンサート

湘南栄光幼稚園 リズム発表会

城北幼稚園 クリスマスお遊戯会

横須賀幼稚園 おゆうぎ会

2020年度南横須賀幼稚園 クリスマスお遊戯会

｢くまのがっこう すてきなすてきなおくりもの｣

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

     横須賀市文化会館　中ホール／展示室
行事タイトル

みんなの2020祭inよこすか
～音楽で、みんなの心つながり合おう～

歌まねアーティスト高堂翔
ひとり歌まね紅白歌合戦

12 催し物のおしらせ2020
December

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。

※2歳以下も席が

必要な場合有料



施設 日程

  3(木)

～

11(金)

12(土)

13(日)

第14回美eads stitch作品展

輝くビーズ･フラワーアレンジ･ハーバリウムの
世界をお楽しみ下さい。感染症対策へのご協力を
お願い致します。

ギャラリー
２

12:00～18:00

10:00～18:00

10:00～17:00

令和2年(2020年)12月5日(土) 10時より/横須賀市文化会館  展示室

【令和3年(2021年)12月ご利用分】

日　時 / 会　場

● 施設予約抽選会のご案内

湘南学院高等学校
美術･書道系科目群卒業制作展

ギャラリー
１

ギャラリー
２

● 今月の休館日は、12/2(水)･9(水)･16(水)･23(水)･29(火)～1/3(日)です。　　　　　　　　　 令和2年11月1日現在の情報です

19(土)

20(日)

コロナ禍､充分な制作時間を確保できない状況
でも､生徒達は前向きに取り組んできました。
ぜひ楽しんでご覧ください。

10:00～18:00

10:00～16:00

日　時 / 会　場

○ 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､次月にまたがってのご予約もできます。

注意事項

対象
施設

文化会館

 　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

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

美eads stitch
046-844-5950

湘南学院高等学校
046-833-3433

※ 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)6月ご利用分】

対象
施設

○ 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。

主催・問い合わせ

はまゆう会館

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。

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)

(初　日13:00～)

10:00～17:00

(最終日～16:00)

第34回全日本写真連盟湘南支部写真展

全日本写真連盟 湘南支部
046-851-4326

自然との出会いに感動し､人との触れ合いを大切に
元気をもらう。そして作品となり余韻を楽しむ。
一年間の活動の成果をご覧下さい。

  8(火)

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

令和2年(2020年)12月10日(木) 10時より/横須賀市文化会館 1F受付カウンター

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。



1回4時間を超えた場合は、320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。

お問い合わせ先：横須賀市文化会館
　TEL 046-823-2950 ／ FAX 046-823-6547 ／ E-mail info@yokosuka-bunka.info

　休館日：毎週水曜日（水曜日が祝日の場合はその翌日）／ 年末年始（12月29日～1月3日）

　ご注意ください。

上記以外の時間 30分までごとに 100円

　※ 7時30分前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、

◆駐車台数には限りがあります。満車時は入場できませんので、ご注意ください。

●入場時間： 7:30～23:00　※ 出場は終日可能です

●利用料金： 通常と同じ料金体系です

駐 車 場 料 金 表

区　分 利用料金

1回1時間まで 0円

1回1時間を超え4時間まで 320円

　　この表の規定にかかわらず、30分までごとに210円を加算します。

◆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。

◆連続でご利用いただける日数は､最長7日間です。

◆入場時に発行される駐車券は､精算時必要となりますので、なくさないよう

午前7時30分から
午後11時まで

※この期間は､施設休館日となります。予めご了承ください。

横須賀市文化会館駐車場は､年末年始(12/29～1/3)も営業を行います。

ご利用になれるのは駐車場のみで､施設はご利用になれませんので､ご注意ください。

●開場期間： 令和2年12月29日(火)～令和3年1月3日(日)

● ● ●横須賀市文化会館駐車場年末年始開場のおしらせ ● ● ●


