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鎌倉武士と三浦一族
「運慶 鎌倉幕府と三浦一族」展 開催

　ことしの大河ドラマでは、鎌倉幕府を開いた源頼朝を支えた「三浦

一族」が活躍中です。当時、横須賀を治めた武士団・三浦一族によって

制作を依頼された“天才仏師” 運慶が手がけた真作の仏像が横須賀 

美術館にお出まし。国の重要文化財、地元(横須賀)の至宝でもある

運慶の仏像は必見です。

運慶作《不動明王立像》（部分）　1189年、国指定重要文化財 浄楽寺蔵

運慶作《毘沙門天立像》（部分）
1189年、国指定重要文化財 浄楽寺蔵

　作中では、北条義時(演：小栗旬)や三浦義村(演：山本耕史)が印象
的ですが、注目すべきは三浦一族で弓の名手 和田義盛(演：横田栄司)
です。
　義盛は頼朝の平家への挙兵に協力し、武力を統括する「侍所別当」と
いう役職を担い、源平合戦では、壇ノ浦の戦いなどで活躍しました。
　数々の文献や資料から、義盛の頼朝への忠誠心の深さ・武勇の実績・
人情の厚さなどを読み解くことができ、人望厚く、信頼のおける人物であっ
たことが感じられます。
　また信仰にも通じ、複数の寺院を建立したとされます。その一つ、芦
名の浄楽寺には義盛が制作を依頼した、仏師・運慶が手がけた仏像が5
体安置されています。

　仏像というと、安らぎや癒しのような印象を受けますが、赤ん坊一人が当た
り前に成人することさえ難しかった当時は、「祈ること」で自身や大切な人たち
の願いを仏像へ託していた時代でした。
　戦の多い世の中、「生きるか死ぬか」の日々の中で、侍たちは仏像に願いを
託し、この世とあの世の安寧を祈ったのです。
　そんな時代において、武士たちの生と死への心情を強く反映した仏像を造り
出した仏師こそ、運慶だったのです。

　運慶は奈良を拠点としていた仏師ですが、生命力と写実性あふれる仏像を生み出し、
戦乱の世を強く生き抜く東国武者たちの心をつかみます。
　運慶が関わった仏像の中でも、奈良・東大寺の金剛力士立像はあまりにも有名で、
現存する作品のほとんどが国宝や国指定の重要文化財です。浄楽寺の5体も全てが国
の重要文化財に指定されています。
　浄楽寺の5体に先立ち、運慶に造仏を依頼したのは、北条政子の父・北条時政です。
このことからも運慶がいかに新しい時代の新勢力に支持されていたかと同時に、義盛
が時政と並ぶ鎌倉幕府初期の有力者であったことが分かります。

三浦一党出陣武者行列で使用する和田義盛
の甲

かっちゅう
冑(衣笠観光協会所蔵）

通常は衣笠行政センターでご覧いただけます。

衣笠商店街での企画展で展示(参照P3)

鎌倉幕府設立に尽力した13人の1人 和田義盛

生きるか死ぬかの困難な時代

義盛から仏像へ「生きる」を託し、
運慶が仏像を「生かす」

北条義時

和田義盛

三浦義村

仏像彫刻の巨匠 運慶
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《三浦義明坐像》
鎌倉時代後期、国指定重要文化財
満昌寺蔵(展示は7月31日まで)

　横須賀美術館では、神奈川県立金沢文庫や、文化財を所蔵する8寺院の全面協力の
もと「運慶 鎌倉幕府と三浦一族」展を開催します。
　義盛が託した願いやさまざまな人々の祈りを見つめ続けた仏像が一挙にお出まし。 
横須賀の地でぜひご覧ください。

　ともに運慶にゆかりのある三浦一族が登場する二演目です。能「七騎落」は、
和田義盛の頼朝への忠誠心や仲間に対しての情に厚い性格がよく分かるエピ
ソードです。出演は能楽師 観世喜正。狂言「朝比奈」は、義盛の息子である
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がえんま大王と対峙し、自身の活躍した和田合戦を語ります。
出演は狂言師 野村萬斎。8月13日(土)18時30分開演予定です。詳細は美術
館HPでお知らせします。

　特集「画家 画狂人 井上文太 Inspirations」を開催します。1998 年より制
作活動をスタートし、本市とはフリーペーパー発行事業などでもつながりのあ
る画家 画狂人 井上文太の豊かなインスピレーションを感じさせる多彩な作品
を紹介します。
　上記「横須賀美術館 能 七騎落」のために描き下ろした舞台背景作品《波と
光》や三浦一族や猿島の歴史を描いた作品も初披露します。

大河ドラマで活躍中の三浦一族が本拠地とした衣笠へ
足を運んでみませんか。

三浦一族を愛する地元のお店が自
慢 の 逸 品やおみやげ、グルメメ
ニューでお迎えします！

「激動の鎌倉時代を生きた三浦一族
～鎌倉殿と13人の御家人たち～」

「オープントップバスでゆく歴史・
文化体感ツアー！」など

全国でもわずか30体あまりと言われている運慶の真作を、直接目にする機会
は決して多くはありません。この特別展では浄楽寺に安置されている運慶仏
から2体を展示します。威風堂 と々した立ち姿は“鳥肌モノ” です。

義明は、三浦一族が幕府で重責を担うきっかけと
なった人物です。長いあごひげや吊り上がった眼
が印象的なお像で、大矢部の満昌寺に安置されて
います。

常福寺、浄楽寺、清雲寺、曹源寺、大善寺、満願寺、満昌寺、無量寺（五十音順）

最新情報はHP 「ワクワク横須賀」 で
お知らせします。

この表紙が目印!

2022.7.6●水～9.4●日 横須賀美術館
を五感で感じる

まだまだ、堪能したいなら 三浦一族の本拠地・衣笠へご案内

見どころ

見どころ

運慶の真作2体：毘沙門天立像と不動明王立像

三浦一族の歴史・人物・史跡などが丸ごとわかる

ワクワク横須賀

横須賀市観光協会HP

横須賀美術館・衣笠行政センターなどで順次配布

展示イメージ

※配布中 ※7月上旬に配布予定 ※7月下旬に配布予定
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会場

7/6(水)～9/4(日) 10：30～16：30

7/6(水)～9/4(日) 

●  三浦一族の歴史・人物・史跡などが丸ごとわかるパネル展
●  横須賀市自然・人文博物館が所蔵する三浦一族ゆかりの 

実物展示
●  鎧の着付け体験やワークショップも開催

衣笠仲通り商店街ガレリア会館1階

「三浦一族」企画展

三浦一族の土地を歩く
三浦一族ゆかりの地やイベント、

関連ツアーなどの情報を発信します。

三浦一族×衣笠商店街コラボキャンペーン 
～おいしく食べて、楽しくお買い物～

運慶展の開催を記念し、美術館内の特設舞台で行われる
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美術館HP

公式HP

画家 画狂人 井上文太による舞台背景作品も必見

三浦義明坐像

国の重要文化財17点！横須賀美術館に集う

関連企画をもっと堪能
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●講座・催し参加時と施設利用時のマスク着用にご協力をお願いします。



子どもが保護者や地域、学校など多くの関わりの中で
成長が見守られ、尊重されるために、全ての市民が
実践するための指針が定められました。
▶条例の全文と逐条解説は市HPへ。
主な内容
●望ましい生き方が尊重されるための子どもの権利
●子どもに関わる大人や組織が果たすべき役割や施策など

観光課　☎822-8294

自衛官などの募集

一般曹候補生（陸上・海上・航空）
受付期間 7月1日（金）～9月5日（月）
航空学生（海上・航空）
受付期間 7月1日（金）～9月8日（木）
自衛官候補生（陸上・海上・航空）
受付期間 年間を通じて受付
自衛隊横須賀地域事務所
☎823-0404

市消防職員の募集

試験日 9月26日（月）
受付期間 7月10日（日）～8月19日

（金）（電子申請のみ）
対象 平成5年4月2日～平成17年4月
1日生まれの高校卒業以上（見込みを
含む）の人
定員 若干名
▶1次試験では筆記試験を廃止し体力
試験を実施します。2次試験ではSPI3
を導入します。
▶申込方法など詳細は市消防局HPへ。
消防局総務課 ☎821-6457

指定管理者の募集

施設 横須賀芸術劇場、ベイスクエア・
パーキング（令和6年4月から管理開
始）
説明会 8月10日（水）
▶募集要項は7月21日（木）から市HP
で入手できます。
文化振興課 ☎822-9478

のたろんフェア実行委員の募集

来年2月に開催するのたろんフェアの
企画・運営をします。
締切 8月5日（金）
▶申込方法など詳細は市民活動サポー
トセンターへ。
市民活動サポートセンター
☎828-3130

谷戸地域コミュニティ再生提案

地域活性化に向けたアイデアあふれる
空き家活用の企画と取り組みを募集し
ます。
受付期間 8月22日（月）～9月2日（金）
助成費 初期経費などの3/4以内（上限
100万円）
▶選考あり。詳細は市HPへ。
まちなみ景観課 ☎822-9855

こころの電話ボランティアの募集

研修日時 9月2日～12月16日のうち
12日間18時～21時
研修場所 総合福祉会館
対象 20歳～70歳（8月1日現在）
定員 抽選15人
締切 8月17日（水）（必着）
申込 履歴書（写真付き）と志望動機

（400字詰め原稿用紙1枚）を郵送で保
健所保健予防課（〒238-0046 西逸
見町1の38の11）へ。
▶詳細は保健所保健予防課か市HPへ。
保健所保健予防課 ☎822-4336

職員倫理条例の実施状況

市職員は、自己の職務に利害関係のあ
る個人・法人・団体と職務や職務外で共
に飲食するなど一定の行為をするとき、
条例に基づいて倫理監督者の許可など
を受けることが義務付けられています。
昨年度の状況 事務事業に関する意見
交換会での夜間飲食など12件の行為
が許可されました。
人事課 ☎822-8174

シニア敬老行事の
該当者名簿への掲載
町内会・自治会から求められた場合、
適正管理と利用目的の限定を条件に、
住民基本台帳から抽出した70歳以上

（9月19日現在）の名簿を提供します。
名簿への掲載を希望しない人は、7月

21日（木）までに住所・氏名を郵送、
FAXかEメールで、地域コミュニティ
支援課（FAX827-4803 Eメールchiiki-
com@city.yokosuka.kanagawa.jp）
か管轄の行政センターへ。
▶昨年手続きした人で名簿への掲載を
希望しない場合は改めて手続きが必要
です。
地域コミュニティ支援課 
☎822-9510

中学生の学力検定料の助成
「チャレンジアップ支援事業」
対象者 市内在住・在学の中学生（私立
中学校を含む）
対象検定 本年度に受検した英語検定・
漢字検定・数学検定の準2級以上
補助額 検定料の全額（各検定1回まで
申請可）
申請締切 来年3月31日（金）
申込 受検後、必要書類を郵送で教育
指導課へ。
▶詳細は市HPへ。
教育指導課 ☎822-8525

看護職キャリアカウンセリング

日時 月1回14時～17時
場所 ウェルシティ市民プラザ
対象 看護職、看護学生か看護職を目
指す人
申込 各開催日の3日前までに必要項目
をEメール（info@nurse-cs.com）か看
護職キャリアサポートYOKOSUKA 
HPへ。
▶日程など詳細は同HPへ。
健康総務課 ☎822-4751

シニアはつらつシニアパスを
発売します
市内の京急バス全路線を乗り放題で利
用できます。
販売期間 7月31日（日）まで
利用期間 7月1日（金）～12月31日（土）
対象 市内在住の昭和27年12月31日

以前に生まれた人
価格 19,500円
▶詳細は市役所分館2階介護保険課か
京急バス営業所内にあるチラシをご覧
ください。 
介護保険課 ☎822-8255

国民年金保険料の免除・猶予制度

国民年金保険料の納付が難しい場合、申
請して承認されると、その期間の全額か
一部の納付が免除や納付猶予されます。
本年度の申請受付 7月1日（金）から
持ち物 年金手帳、失業が理由のとき
は離職票か雇用保険受給資格者証
申込 直接、市役所1階16番・17番窓
口か行政センターへ。
▶納付猶予を受けた期間は年金の受給
資格期間などに算入されますが、追納
しなければ将来受け取る年金額には反
映されません。
窓口サービス課 ☎822-8235

国民年金保険料の
産前産後免除制度
国民年金第1号被保険者が出産された
際、産前産後の保険料が一定期間免除
されます。
持ち物 年金手帳、母子健康手帳
申込 直接、市役所1階16番・17番窓
口か行政センターへ。
窓口サービス課 ☎822-8235

国民健康保険被保険者証兼高齢受
給者証の発送日
7月中旬に発送します。8月1日から使
用してください。
対象 7月中に70歳となる人と現在の
負担割合から変更となる人
▶一部負担金の割合は、昨年中の所得
に応じて「3割」か「2割」です。
▶すでに被保険者証兼高齢受給者証を
お持ちで負担割合に変更がない場合は
送付しません。
健康保険課 ☎822-8232

● 市役所への郵便は「〒238-8550 ○○課」で届きます
● 費用の記載がないものは「無料」
● 申込方法の記載がないものは「申込不要（入場自由）」

郵便番号・住所・ 
氏名とフリガナ・年齢・
電話番号・記事のタイトル

必要項目　

開催予定は次のとおりです。

花火大会の開催

イベント名 開催の有無 問い合わせ先

よこすか開国花火大会 8月から延期 横須賀市観光協会
☎822-8256

久里浜ペリー祭花火大会 中止 久里浜行政センター
☎834-1111

浦賀みなと祭花火大会 中止 浦賀行政センター
☎841-4155

西地区納涼花火大会 中止 西行政センター
☎856-3157

Y・フェスタ追浜花火大会 未定 追浜行政センター
☎865-1111

子どもの権利を守る条例が
7月1日に施行

こども家庭支援課　☎827-7744

横須賀市観光協会HP

市HP

広報よこすか　令和４年（2022年）７月号4 掲載内容は変更・中止となる場合があります。最新の情報は各担当へ。

市営公園墓地内循環バスの運行 　7月13日（水）～15日（金）9時～15時（30分間隔で運行）　公園墓地管理事務所 ☎834-7484



青少年の非行・被害を
防止しましょう

7月は「青少年の非行・被害防止全国強調月間」
市、関係機関・団体、地域の皆さんが連携して次の取り組みを実施
します。
　●巡回指導員による繁華街やゲームセンターの巡回
　●町内会、保護者会などを対象とした非行防止講座の実施
　●協力店に深夜外出している青少年への声かけなどを依頼
▶青少年健全育成協力店の登録など詳細は市HPへ。

早めにご相談ください
成人向け動画などへの出演強要や「JKビジネス」により、
若い女性がストーカーや性的被害を受ける事案が発生しています。
被害に遭ったとき、勧誘されたときは最寄りの警察署か次の連絡先へ。
　●警察相談専用電話	 ☎#9110
　●女性の人権ホットライン	 ☎0570-070-810
　●子どもの人権110番	 ☎0120-007-110

後期高齢者医療保険料額決定通知
書の発送日
7月15日（金）です。
▶保険料は昨年中の所得により決定し
ます。本年度は均等割額と保険料率が
変更になります。
健康保険課 ☎822-8272

後期高齢者医療保険証などの更新

後期高齢者医療保険証の更新
7月に新しい被保険者証（桃色）を特定
記録郵便で送付します。記載内容を確
認の上、8月1日から使用してくださ
い。現在の被保険者証（水色）は7月31
日まで使用後、再利用できないよう処
分するか、市役所1階健康保険課か行
政センターへ返却してください。
▶ことし10月1日の窓口負担見直し
に係る制度改正（2割負担の新設）に伴
い、今回送付の被保険者証の期限は、
8月1日〜9月30日です。10月1日か
ら使用する被保険者証は9月に送付し
ます。
限度額適用・標準負担額減額認定証と
限度額適用認定証の更新
7月下旬に、対象者に新しい減額認定
証（緑色）・限度額適用認定証（紫色）を
被保険者証とは別に普通郵便で送付し
ます（有効期間1年間）。
次の要件に該当し、交付を希望する人
は、被保険者証を持って市役所1階健
康保険課か行政センターへ。
限度額適用・標準負担額減額認定証（自
己負担割合1割）
区分Ⅱ	世帯全員が市町村民税非課税
区分Ⅰ	世帯全員が市町村民税非課税
で、その世帯員の各所得が0円（年金
の収入は控除額を80万円として計算）
限度額適用認定証（自己負担割合3割）
現役並み所得者Ⅱ	市町村民税課税所
得が380万円以上690万円未満の被
保険者・同一世帯の被保険者
現役並み所得者Ⅰ	市町村民税課税所
得が145万円以上380万円未満の被
保険者・同一世帯の被保険者
健康保険課 ☎822-8272

灯籠流しの中止と供物の受け取り

供物の受け取りのみ行います。
日時	7月16日（土）10時〜18時

場所	三笠公園
費用	300円
横須賀流灯会事務局（横須賀商工会議
所内） ☎823-0400

夏のボランティア・市民活動体験

日時	7月16日（土）〜8月28日（日）
▶申込方法など詳細は市民活動サポー
トセンターなどで配布する冊子をご覧
ください。
市民活動サポートセンター
☎828-3130

市立看護専門学校の説明会

日時	8月1日（月）9時30分・13時30分
場所	市立看護専門学校
定員	各抽選40人
締切	7月15日（金）
申込	必要項目と希望時間を同学校HP
か☎で同学校（☎820-6680）へ。
健康総務課 ☎822-4751

集団資源回収
「その他の紙」の出し方
包装紙や紙袋、トイレットペーパーの
芯などのリサイクルできる紙は、集団
資源回収の「その他の紙」に出してく
ださい。
出し方	①ひもでしばる②紙袋に入れ
る③新聞紙などの大きい紙に包む④大
きめの封筒に入れる
▶ビニールの袋や段ボールは使えませ
ん。
横須賀市資源回収協同組合
☎821-3811

よこすかエコポイント

市内協力事業者の店舗で利用できる商
品券やポイントと交換できる「エコポ
イント」を抽選で差し上げます。
申込期間	7月4日（月）〜来年3月3日
（金）
対象	未使用の対象機器をことし4月
〜来年2月に設置・購入した市内在住
の人
対象機器	太陽光発電システム、家庭
用燃料電池システムなど
交付件数	抽選約300件
▶協力店舗や申込方法など詳細は横須

賀市地球温暖化対策地域協議会HPへ。
ゼロカーボン推進課 ☎822-8524

無理のない範囲で節電にご協力を

電力需要の高まる夏季はエアコンの設
定温度など無理のない範囲で節電を心
掛けましょう。
よこすか節電チャレンジ
7月〜9月の家庭の電気使用量が前年
同月分を超えなかった市内在住の人
（抽選20人）にLED電球を差し上げま
す。
▶申込方法など詳細はゼロカーボン推
進課へ。
ゼロカーボン推進課 ☎822-8524

保健所の相談

横須賀断酒新生会による酒害相談
日時	7月12日（火）・19日（火）・22日
（金）、8月9日（火）18時30分〜19時
自死遺族相談（個別）
日時	7月13日（水）、8月10日（水）13
時30分・14時30分
ひきこもりの家族会 すずらんの会
日時	7月19日（火）13時30分〜15時
30分
ひきこもり本人の会 ひだまりん
日時	7月20日（水）9時30分〜11時
30分
対象	21歳以上のひきこもりの人
自死遺族分かち合いの会
日時	7月20日（水）14時〜16時
申込	いずれも☎で保健所保健予防課へ。
保健所保健予防課 ☎822-4336

専門家による無料相談など

①税理士会による相続税相談
日時	7月27日（水）13時〜16時（1人
30分）
②行政書士会による終活などの相談
日時	8月3日〜31日のうち水曜日13
時・14時・15時
場所	市役所1階市民相談室
対象	市内在住・在勤の人
定員	先着①6人②各3人
申込	①7月11日（月）10時以降に☎で
東京地方税理士会横須賀支部（☎
824-4193）へ。②7月11日（月）9時
以降に☎で市民相談室へ。
市民相談室 ☎822-8114

専門医によるもの忘れ相談

日時	7月14日（木）、8月18日（木）13
時・13時20分・13時40分
7月28日（木）、8月25日（木）14時・
14時20分・14時40分
場所	総合福祉会館
対象	認知症と診断されたことはない
が、もの忘れが気になる人とその家族
申込	☎で地域福祉課へ。
地域福祉課 ☎822-9613

高齢者・障がい者などの
住まい探し相談会
日時	7月14日（木）13時30分〜15時
30分
場所	総合福祉会館
申込	☎で（公社）かながわ住まいまち
づくり協会へ。

（公社）かながわ住まいまちづくり協会
☎045-664-6896

高齢者・介護者のこころの相談

日時	8月2日（火）・16日（火）・23日
（火）13時30分・14時30分
場所	中央健康福祉センター
定員	各先着1人
申込	7月11日（月）以降に☎で地域福
祉課へ。
地域福祉課 ☎822-9613

審議会の傍聴

子ども・子育て分科会（第31回）
日時	7月21日（木）10時〜12時
場所	はぐくみかん5階会議室3・4
担当	子育て支援課	☎822-8268
再犯防止対策連絡会議住居・就労分科
会（第1回）
日時	7月25日（月）13時30分〜14時
30分
場所	市役所3階231会議室
担当	市民生活課	☎822-8212
再犯防止対策連絡会議全体会（第1回）
日時	7月25日（月）14時30分〜16時
場所	消防局庁舎4階災害対策本部室
担当	市民生活課	☎822-8212
横須賀市自殺対策推進協議会（第1回）
日時	7月26日（火）15時〜17時
場所	まなびかん第1学習室
担当	保健所保健予防課	☎822-4336
申込	いずれも10分前までに会場へ。
▶議題・定員など詳細は各担当へ。

こども家庭支援課　☎827-7744

個性豊かな「十三人の陶芸展」
7月13日（水）〜31日（日）11時〜
18時（定休日は月・火曜日）、カ
フェウィンディ（衣笠栄町）
［連］カフェウィンディ	☎852-
4266

9月号掲載記事の申込 
（9月11日～10月10日の催し）
7月15日（金）までに記事（タイトル
15文字程度、本文60文字程度）と
連絡先をはがき、FAX（822-4711）
かEメール（dengonban@city.
yokosuka.kanagawa.jp）で広報
課へ。
掲載基準
市民や市民のグループが不特定多
数の人を対象に市内で開催する無
料の催し。政治・宗教・営利・会
員募集目的でないもの。
▶申込多数の場合、抽選となります。

伝言板 問合せは直接、
各連絡先（[連]）へ

市HP
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コンビニ交付が利用できません　�7月20日（水）は、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスの利用ができません。　窓口サービス課�☎822-8312

●手話通訳、要約筆記、点訳・音訳などの問合せは各担当へ。



市民スポーツ教室

スポーツ振興課 ☎822-8493

内容　�健康体力つくり、幼児の体力つくり、はつら
つ体操、楽しくエアロビック、バウンドテニ
ス、F・マリノスふれあいフットサルタイム

▶日時や申込方法など詳細は市HPへ。
▶ガイド（冊子）は市役所4階スポーツ振興課の他、
体育会館、行政センター、運動公園、図書館などで
配布しています。

よこすか民謡輪踊り講習会

横須賀民謡普及会 ☎090-2579-4726

場所　各コミセン（いずれも時間は13時～15時）
浦賀 7月4日（月）� 久里浜 7月12日（火）　
田浦 7月20日（水）� 追浜 7月25日（月）
本町 7月28日（木）� 衣笠 8月2日（火）
大津 8月5日（金）� 北下浦 8月8日（月）
　西 8月12日（金）
内容　盆踊りに代表される民謡輪踊りの講習
▶参加自由。公共交通機関をご利用ください。

千代ヶ崎砲台跡ボランティア講座

まなびかん ☎822-4838

日時　8月3日（水）～9月17日（土）のうち6日間
場所　まなびかん、千代ヶ崎砲台跡他
対象　ボランティア活動に取り組む意欲のある人
定員　抽選40人　費用　3,900円
申込　�7月20日（水）までに必要項目を☎、

はがき、まなびかんHPか直接、まな
びかん（〒238-0046西逸見町1の
38の11ウェルシティ市民プラザ）へ。

こども手作り体験

青少年会館 ☎824-5377

日時　8月10日（水）10時30分～13時
場所　青少年会館
対象　市内在住・在学の小学生（2年生以下は保護者同伴）
定員　抽選50人　締切　7月26日（火）
申込　�同伴の保護者を含め全員の必要項目をFAXか

Eメールで青少年会館（FAX823-7432�E
メールseisyounen-kaikan@city.yokosuka.
kanagawa.jp）へ。

おっぱままつり

追浜行政センター ☎865-1111

日時　7月17日（日）12時～17時
場所　追浜銀座通り商店街（荒天中止）
内容　�リオカーニバル、阿波

踊り、おっぱまソーラ
ン、沖縄エイサー、大
道芸など

▶追浜銀座通りが歩行者天国
になります。

紙でくるくるペーパークイリング

産業交流プラザ ☎828-1630

細長い紙をくるくる巻いて、花やミニチュア飾りを
作ります。手軽に始められる楽しい手芸です。
日時　8月4日（木）10時～12時
場所　産業交流プラザ
対象　小学校4年生～中学生　
定員　抽選15人　締切　7月31日（日）
費用　500円
申込　�☎か直接、産業交流プラザへ。

ヨガ講習会

横須賀市母子福祉会 ☎090-6133-9191

日時　8月14日（日）13時～17時
場所　衣笠コミセン　
対象　市内在住のひとり親
定員　抽選30人
申込　�7月11日（月）～8月13日（土）に

☎で横須賀市母子福祉会へ。
▶その他のひとり親家庭向けの行事は
市HPへ。

横須賀市・コーパスクリスティ市
姉妹都市60周年記念展示

国際交流・基地政策課 ☎822-8538

日時　7月21日（木）～9月8日（木）
場所　コースカ�ベイサイド�ストアーズ（本町）
内容　�ことし10月に姉妹都市

提携60周年を迎えるア
メリカ・コーパスクリス
ティ市との交流や同市
の風景写真などの展示

スマホひとつで簡単チャレンジ！
店舗経営にSNSと動画を活用（事業者向け）

商業振興課 ☎822-8286

①もっと注目される！SNSアカウントの育て方
日時　8月4日（木）14時～17時
②SNS映え！動画の撮り方と活用テクニック
日時　8月5日（金）14時～17時
場所　横須賀商工会議所　対象　市内事業者　
定員　各抽選20人
締切　7月31日（日）
申込　必要項目をネット申込へ。

落語で楽しく学ぶ悪質商法撃退法

消費生活センター ☎821-1312

日時　�8月20日（土）13時30分～15時30分
場所　総合福祉会館
対象　市内在住の人　定員　先着60人
申込　�7月11日（月）～8月15日（月）に☎で消費生活

センターへ。
▶託児を希望する場合は8月10日（水）までに予約が
必要です。☎で消費生活センターへ。
（先着5人まで、ミルク・おむつ持参）

リサイクル体験教室
紙パックからはがきを作ろう

アイクル ☎866-1196

日時　7月30日（土）10時～15時
場所　アイクル　
対象　市内在住の人
持ち物　紙パック1枚
▶直接会場にお越しください。
▶受付は14時までです。

音楽学園祭 in 三笠公園

三笠公園 ☎824-6291

日時　�8月6日（土）9時30分～17時� �
（雨天時は8月7日（日）に順延）

場所　三笠公園野外ステージ
内容　�市内の高校生による軽

音楽、バンドなど
▶出演の学校数により時間が
変更となる可能性があります。

フレイル予防のためのみんチャレ教室

健康増進課 ☎822-8135

日時　�9月7日（水）13時45分～16時・14日（水）14
時～15時（全2回）

場所　神奈川歯科大学
対象　 スマートフォンで簡単なメッセージを送信で

きる市内在住の65歳以上
定員　抽選25人　締切　8月23日（火）
申込　�必要項目をネット申込か☎、FAXでコールセ

ンターへ。

うみかぜカーニバル in うみかぜ公園

うみかぜ公園 ☎822-2899

�日時　�7月30日（土）・31日（日）�
9時～16時（受付は15時まで）

場所　うみかぜ公園（荒天中止）
▶濡れてもよい服装でお越しください。
▶一部事前申込みや年齢制限があります。
▶申込方法など詳細は（公財）マリンスポーツ財団HPへ。
▶駐車場に限りがあるため、公共交通機関をご利用
ください。

健康づくり講演会

健康増進課 ☎822-4537

日時　8月9日（火）10時～11時30分
場所　総合体育館
内容　�（一社）F・マリノススポーツクラブ理事�望

もちづき

月選
えらぶ

さんによる講義や子どもと行う運動の実践など
対象　市内在住・在勤・在学の人　
定員　先着100人
申込　�7月13日（水）～29日（金）に� �

ネット申込かコールセンターへ。

高齢者交通安全教室

地域安全課 ☎822-8217

場所　各コミセン（いずれも時間は10時～11時）
　西� 9月15日（木）� 久里浜� 9月22日（木）
田浦� 9月26日（月）� 衣笠� 9月29日（木）
大津� 10月3日（月）� 逸見� 10月6日（木）
定員　各抽選20人　締切　7月29日（金）
申込　�必要事項と希望日を往復はがき、FAXかEメールで地域

安全課（FAX827-3151�Eメールls-ps＠city.yokosuka.
kanagawa.jp）へ。

市役所への郵便は「〒238-8550 ○○課」で届きます

ネット申込
https://www.yokosuka-yksk.jp

おかけ間違いにご注意くださいコールセンター

費用の記載がないものは「無料」

申込方法の記載がないものは「申込不要（入場自由）」

☎ 046-822-2500  FAX  046-822-2539

よこすかカレンダー 広報紙に掲載していないその他の講座・催しは、市HP「よこすかカレンダー」からご覧いただけます。

子ども環境体験教室

ゼロカーボン推進課 ☎822-8524

�日時　8月1日（月）13時～16時
場所　ヴェルクよこすか　
費用　300円
対象　市内在住・在学の小学校3年生～6年生
内容　体験を通じて地球温暖化を学ぶ教室
定員　抽選24人　締切　7月15日（金）
申込　�必要項目をネット申込か☎、FAXでコールセ

ンターへ。

講座「性別で見る多様性と人権」

人権・ダイバーシティ推進課 ☎822-8228

日時　8月9日（火）14時～15時30分
場所　総合福祉会館
対象　市内在住・在勤・在学の人
定員　抽選15人
申込　�7月11日（月）～31日（日）に�

必要項目をネット申込か�
コールセンターへ。

こども

市HP

こども
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こども

市HP

市HP

必要項目▶郵便番号・住所・氏名とフリガナ・年齢・電話番号・記事のタイトル広報よこすか　令和４年（2022年）７月号6

826-2899_______



企画課 ☎822-8110

連携協定を締結

ストリートダンス大会を開催

　異国情緒あふれる街並み、少し歩けば英語が飛び
交う横須賀。オシャレでカッコいいイメージから、
若者に人気のアーバンスポーツ※。中でも、BMXや
ストリートダンスはアメリカ発祥であることから、
横須賀との相性は抜群です。
　スポーツは夢や希望を与え、街を元気にする力が
あります。市は、全国から若者が集まり、世界へ羽
ばたく拠点になる「アーバンスポーツの聖地」を目
指します。

　東京2020オリンピック競技大会の競技種目にも採用され、注目が集まる
BMX。4月27日、(一社)全日本フリースタイルBMX連盟と市は「アーバン
スポーツを活用した連携協定」を締結しました。
　今後は協定に基づき、アーバンスポーツを通じた地域の活性化を目指し
ます。

7月開催の大会は横須賀市出身の選手も出場します。
大会に向けての意気込みを聞きました。

大
おわ

和晴
はるひこ

彦選手

濵
はまだ

田琉
るる

瑠選手

　世代を問わず、どこでも気軽に楽しめて、体全体で想いを表現するパワー
があるダンス。市はこれまでダンスの持つ力でさまざまな取り組みを行っ
てきました。そうした取り組みをさらに飛躍的に進めるため、「横須賀」を
舞台に2つの大会を開催します。

8月14日（日） 横須賀芸術劇場
エントリー受付中　締切 8月10日（水）13時

来年1月から予選開始

詳細はこちら

●自治体初「JapanCup」の誘致開催
●トップライダーによる学校訪問・体験会
●アーバンスポーツの魅力発信と環境づくり　など

2021年国内シリーズ4位
ファッションモデルとしても活躍

2022年5月マイナビJapanCup
パーク第１戦 ガールズ7-9優勝

横須賀を舞台に大会を開催するという
ことで、優勝するのはもちろんのこと、
見ている人にBMXの楽しさや雰囲気、
アンダーグラウンドなカルチャーを味
わってほしいです。

よこすか
MOVIE

たくさんの人にBMXの事を知ってもら
いたいです。今回の大会は横須賀で開
催されるので、友達（選手）がたくさん
来るのが楽しみです。

協定内容

JAPAN DANCE DELIGHT VOL.28 横須賀大会

高校ストリートダンスグランプリ

※�アーバンスポーツ　BMX、スケートボード、ブレイクダンス、3x3、パルクー
ルなど都市型スポーツの総称

マイナビJapanCup Yokosuka大会に向けて

©Naoki Gaman/JFBF

©Naoki Gaman/JFBF

©Naoki Gaman/JFBF
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（入場無料、入場制限あり）
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横須賀市経営企画部広報課 横須賀市コールセンター

8時～20時（年中無休）

人口382,540人（前月比-421人）
世帯数165,971世帯（前月比+89世帯）
令和２年国勢調査結果（確定数）を基礎としています。

（令和４年6月1日現在推計）

☎ 046-822-2500  FAX 046-822-2539〒238-8550 横須賀市小川町11番地
☎ 046-822-9815　FAX 046-822-4711
HP https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp

編集・発行 市勢情報

世界トップレベルの選手 出場予定

種目

大会HP

BMXフリースタイル・パーク
BMXフラットランド

うみかぜ公園のスポーツ広場と駐車場の一部は
大会の会場になります。ご来場の際は公共交通
機関でお越しください。詳細は大会HPへ。

よこすかコーストパフォーマンス

7.22（金）選手との交流企画（予定）
7.23（土）・24（日）BMXなどの無料体験会
天候によりスケジュール変更の可能性があります。大会のスケジュールは大会HPを
ご覧ください。

7月24日日　11時～15時
よこすか海岸通り（平成町2丁目付近）

企画課 ☎822-8110

企画調整課 ☎822-8131

同時開
催

────────────────────  以下は広告スペースです。 ─────────────────────
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