イベント開催情報（2017 年６月～2017 年８月）

＜開催中のイベント＞
■横須賀×「ハイスクール・フリート」福引でハッピー！
〈対

象〉市内 34 店舗

〈内

容〉福引券：1,000 円ごとのお買いもので 1 枚
福引補助券：200 円ごとのお買いもので 1 枚
1 等

：描き下ろしイラストトイレットペーパー1 年分

その他：サイン入りポスター、ブラインド缶バッジなど
～2017 年 12 月 9 日(土)

〈抽選会〉6/ 4 （日）
：三笠公園（よこすかカレーフェスティバル 2017）
7/15（土）
：うみかぜ公園（横須賀うみかぜカーニバル）
12/9（土）
：ヨコスカ・ベイサイド・ポケット
受付時間 10：00～14：00
福引券 1 枚もしくは福引補助券５枚で１回福引ができます。
※荒天等で中止の場合があります。
〈問合せ〉(平日) 経済部観光企画課
電話 046-822-8124 (08：30～17：15)
■特別展 三笠秘蔵連合艦隊「艦隊コレクション」

～2018 年３月 31 日(土)

〈場

所〉世界三大記念艦「三笠」

〈内

容〉日露戦争時、太平洋戦争時及び海上自衛隊の艦船模型 260 隻
以上を展示

〈問合せ〉公益財団法人 三笠保存会
電話 046-822-5225
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(09：00～17：00)

＜６月開催のイベント＞
■開国 Dancin’

2017 年６月３日(土)

〈場

所〉三笠公園

〈内

容〉よこすかカレーフェスティバル 2017 の野外ステージにおいて
ダンスコンテストを開催

〈問合せ〉スカナビ i(横須賀観光インフォメーション)
電話 046-822-8301

(09：00～17：00)

■衣笠しょうぶ祭

2017 年６月３日(土)

〈場

所〉しょうぶ園

〈内

容〉ハナショウブが咲きそろう６月中は、園内でさまざまな楽しい
イベントを開催。衣笠しょうぶ祭の日（６月３日）は、入園無料。

〈問合せ〉スカナビ i(横須賀観光インフォメーション)
電話 046-822-8301

(09：00～17：00)

■よこすかカレーフェスティバル 2017
〈場

所〉三笠公園

〈時

間〉09：00～16：00

〈内

容〉よこすか海軍カレー、横須賀海上自衛隊カレーなどカレー関連商品

2017 年６月３日(土)

の販売

６月４日(日)

全国のご当地カレー事業者等によるカレーコンテスト「全国ご当地
カレーグランプリ」の開催
公園内の野外ステージで音楽演奏、ダンスなどを実施

〈問合せ〉スカナビ i(横須賀観光インフォメーション)
電話 046-822-8301
■日米親善ベース歴史ツアー
〈内

(09：00～17：00)
※荒天中止

容〉米海軍横須賀基地内の通常目にすることのできない歴史スポット
を見学するツアー。

2017 年６月４日(日)

基地内にあるレストラン（フードコート）で昼食をとり、ツアー
全体を通じてアメリカ的な雰囲気を味わうことができます。
※募集は終了しています。
■よこすかＹＹのりものフェスタ

2017 年６月 10 日(土)
６月 11 日(日)

〈場

所〉ヴェルニー公園他

〈内

容〉鉄道や自動車、海上自衛隊の艦船など、さまざまな分野の「のり
もの」が横須賀に大集合！
子ども向け制服記念撮影やミニ鉄道、よこすかグルメの出店もあ
り、家族みんなで楽しめるイベントです。

〈問合せ〉スカナビ i(横須賀観光インフォメーション)
電話 046-822-8301
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(09：00～17：00)

■よこすかシティガイドツアー

2017 年６月 ２日(金)
６月 ６日(火)

〈日

時〉６月２日（金）09：30～14：30

※荒天中止

〈内

容〉日本遺産、横須賀水道の歴史と魅力(走水系統)

〈人

数〉５０人

〈日

時〉６月６日（火）09：00～15：30

〈内

容〉ペリーが通った海道を行く 京急久里浜～走水低砲台跡

〈人

数〉５０人

〈日

時〉６月８日（木）10：00～15：00

〈内

容〉初夏の野草・花巡り！神武寺から鷹取山へ

〈人

数〉５０人

※雨天中止

※雨天中止

６月 ８日(木) 〈日

時〉６月９日（金）09：30～15：00

６月 ９日(金) 〈内

容〉日本遺産、横須賀水道の歴史と魅力(半原系統)

６月 15 日(木) 〈人

数〉５０人

６月 16 日(金)

※荒天中止

〈日

時〉６月１５日（木）09：00～14：30 ※雨天中止

〈内

容〉早苗の棚田と子安の里道を往く

〈人

数〉６０人

〈日

時〉６月１６日（金）09：30～15：00 ※荒天中止

〈内

容〉日本遺産、横須賀水道の歴史と魅力(現代水道)

〈人

数〉５０人

〈問合せ〉(平日)一般社団法人 横須賀市観光協会
電話 046-822-8256

(09：30～17：00)

■よこすか京急沿線ウォーク第２回
世界三大記念艦「三笠」日本遺産認定記念ウォーク
〈時
2017 年６月 17 日(土)

間〉
（受付）09：00 から 11：00 ※参加自由・荒天中止

〈コース〉京急田浦駅～塚山公園～ヴェルニー公園～三笠公園～
横須賀中央駅
距離等：約 8.5km

約３時間

〈問合せ〉(平日) 観光企画課 電話 046-822-8124
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＜７月開催のイベント＞
■よこすかシティガイドツアー
〈日

時〉７月１日（土）09：00～15：00

〈内

容〉頼朝旗揚げ 三浦一族もののふの道

〈人

数〉６０人

〈日

時〉７月９日（日）09：30～12：00※雨天中止

2017 年７月 １日(土) 〈内
７月 ９日(日) 〈人

※荒天中止

容〉
「浦郷の学び舎めぐり」と「追浜まつり」を楽しむ
数〉６０人

７月 15 日(土)
〈日

時〉７月 15 日（土）10：00～16：30※雨天中止

〈内

容〉久里浜の歴史を振り返る街歩きとペリー祭り見学

〈人

数〉５０人

〈問合せ〉(平日)一般社団法人 横須賀市観光協会
電話 046-822-8256

(09：30～17：00)

■2017 久里浜ペリー祭

2017 年７月 15 日(土)

〈場

所〉久里浜港、ペリー公園、久里浜商店街他

〈内

容〉ペリー上陸により、近代日本の幕開けとなった久里浜の地。
それを記念した式典や地域住民による開国バザール、巨大黒船フ
ロートが現れる地元の学校や団体によるパレードなどがおこな
われます。

〈問合せ〉(平日)久里浜観光協会
電話 046-834-1111
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(08：30～17：00)

＜８月開催のイベント＞
■よこすか開国祭
2017 年８月５日(土)
（予定）

開国花火大会 ※荒天中止

〈場

所〉三笠公園・うみかぜ公園ほか

〈時

間〉19:15～19:45

〈問合せ〉(平日)一般社団法人 横須賀市観光協会
電話 046-822-8256

(09：30～17：00)

■浦賀みなと祭
2017 年８月 19 日(土)
（予定）

〈場

所〉浦賀港周辺

〈問合せ〉(平日)浦賀観光協会
電話 046-841-4155

(08：30～17：00)

※イベント等の日時や内容は、天候や主催者の都合により変更される場合がありますので、
予めご了承願います。
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