
Monthly Event Calender Number 185

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

  7(火) 18:40 関係者
木建協横須賀地区会
046-822-4888

12(日) 12:30 8,000円
(株)ドリームコレクション
03-6427-8854

19(日) 15:00 関係者
佐久間善子モダンバレエ
スタジオ
046-849-1727

20(月･祝) 16:00 無　料
日本共産党
三浦半島地区委員会
046-851-1123

25(土) 関係者
市役所 自然環境共生課
みどりの愛護のつどい担当
046-822-9982

26(日)
13:30
(予　定)

関係者
音楽教室三本の木
090-2204-4987

27(月) 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

中ホール   5(日) 13:00 無　料

中ホール 19(日) 13:30 無　料

展示室 20(月･祝) 10:00
申込制

1,000円

(一社)
イエロー ピンプロジェクト
03-5784-4651

※　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。　

:

佐久間善子モダンバレエコンサート

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

●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

● 今月の休館日は、9/1(水)･8(水)･15(水)･22(水)･29(水)です。  令和3年9月13日現在の情報です。

｢プログラミングで海のSDGｓ!
海と日本PROJECT」

日本共産党 演説会

SUMMER STYLE AWARD 2021

第41回石田音楽院発表会

石田音楽院
046-853-9866

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

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。

令和3年度 木建協横須賀地区会安全大会

第32回全国｢みどりの愛護｣のつどい

     横須賀市文化会館　中ホール／展示室

行事タイトル

音楽教室三本の木 ピアノ発表会vol.9

第77回石田忠ギター教室発表会

9 催し物のおしらせ2021
September

新型コロナウイルス感染症対策の為､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。

中止

中止

中止

中止

中止

中止



施設 日程

  2(木)

～

  4(土)

～

11(土)

～

16(木)

～

16(木)

～

30(木)

～

(公社)大日本書芸院
横須賀地区連合
046-852-6250

第35回梅田アトリエ展｟年一回｠を開催します。
世界中〝コロナ……″の中､
それぞれ自分と対峙してみました。

ヨコスカ平和美術展
実行委員会
046-865-4788

毎年夏に開催していますが､今年は9月と
なりました。コロナ禍ではありますが､
力作を並べお待ちしています。

  6(月)

梅田アトリエ
046-836-7504

ギャラリー１
10:00～19:00

(最終日～18:00)

第52回ヨコスカ平和美術展

 　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

● 今月の休館日は、9/1(水)･8(水)･15(水)･22(水)･29(水)です。　　　　　　　　　　　 令和3年9月13日現在の情報です

  9:00～17:00

(最終日～16:00)

第10回
大日本書芸院 横須賀地区連合書道展

ギャラリー２

(初　日11:00～)

10:00～17:00

(最終日～16:00)

第35回梅田アトリエ作品展

黒一色で遠近を出し景色を表現する書法も
あり。美しく見えるよう常に努力して
作品書きに励んでいます。

ギャラリー１

(初　日12:00～)

10:00～17:00

(最終日～16:00)

第22回グループ夢創
ゆ　　め

展

  7(火)

ギャラリー
１･２

グループ夢創
ゆ　め

045-771-4884

ギャラリー２ 10:00～17:00

花うさぎ作品展

大瀧七重
046-861-6175

四季の節句を彩るつるし飾りや人形等を
展示。華やかさとほっこりをお楽しみ下さい。

10/2(土)

(初　日11:00～)

10:00～17:00

(最終日～16:00)

三浦半島スケッチ会作品展

三浦半島スケッチ会
事務局:大學
046-843-3934

会場では､4号～130号まで多数あり､水彩､
パステル､油彩のいきいきと魅力あふれる
感動の作品たちに出会えることでしょう。

ギャラリー２
三浦半島の風景を中心に描いた水彩画などを
大小多数展示します。

21(火)

13(月)

21(火)

新型コロナウイルス感染症対策の為､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。

中止

中止

中止

中止

中止

中止



大ホール

*  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

対象施設

文化会館 文化会館 会議室 (単独利用)

中ホール

展示室

市民ギャラリー

会議室(上記施設併用に限る)

はまゆう会館

ホール

はまゆう会館

● 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。

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4(2022)年9月分 令和4(2022)年3月分

日時 令和3(2021)年 9月5日(日) 10時より 令和3(2021)年 9月10日(金) 10時より

会場 横須賀市文化会館　展示室 横須賀市文化会館　1F受付カウンター

リハーサル室 (単独利用)
談話室 (単独利用)

展示ギャラリー

多目的室

リハーサル室

談話室

※抽選会へは3密を避けるため、代表者のみのご参加でお願いします。

※ご来館の際は、マスクの着用と手指消毒にご協力ください。

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､次月にまたがってのご予約もできます。

(上記施設併用に限る)

駐車場全面利用中止のお知らせ

! 行事中止につき通常通り利用可能となりました !

横須賀市文化会館駐車場ご利用者様へ

日頃より当館施設をご利用いただきありがとうございます。

国に関わる行事の都合により以下の日程にて駐車場が全面利用中止となります。

ご利用者様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

●日程：令和3年9月23日（木・祝）、9月24日（金）、9月25日（土）

●利用中止時間：全日程終日

横須賀市文化会館


