
会場名 住所（町名） 活動日 開始時間 備考

1 追浜ハイム集会所前 追浜本町2丁目 毎日 9時～9時15分 1/1～１/4は休み

2
湘南鷹取3丁目第2公園

（木の公園）
湘南鷹取3丁目 月～土(祝日除く） 6時30分～ 12/29～1/6は休み

3
湘南鷹取マンション

マンション広場
湘南鷹取5丁目 月～金（祝日除く） 6時30分～ 12/1～2/28は休み

4 湘南鷹取6丁目公園 湘南鷹取6丁目 月～土（祝日除く） 6時30分～
年末年始１週間

夏期盆休み１週間

5 追浜ボランティアセンター内 夏島町７丁目 水
10:30～12：00
（時間短縮）

年末年始及びゴールデン
ウィーク休み

6 池の谷戸公園 田浦町6丁目 毎日 6時30分～
悪天候はお休み、
特別な日は除く

7 児童公園 長浦町5丁目 木曜日 7時00分～
年末年始２日

雨天中止

8 不入斗公園第二駐車場 不入斗町１丁目 毎日 6時30分～ 雨天中止

9 不入斗公園 不入斗町2丁目 毎日 6時30分～
雨天中止　小中学校夏休

み時7日間実施

10 宇東川公園 佐野１丁目 水・金（祝日除く） 14時15分～
雨天中止

8月夏休み（猛暑対策）
祝日・年末年始

11 リーデンスコート集会室 安浦町2丁目 月～金 9時～ 祝日　年末年始

12 坂本児童公園 坂本町1丁目
月・水・金（祝日含

む）

６時半から
12月～3月まで

7時から
12/28～1/6は休み

13 三春コミュニティセンター広場 三春町2丁目 月～金(祝日除く) 12時45分～
雨天中止、年末年始

夏の猛暑時

14
パレステージ堀ノ内コルタカーロ

マンションエントランス
三春町3丁目 月火木 10時00分～

15 横須賀魚市場 平成町3丁目 月～日 8時15分～ １日１回実施

16 松栄台勝岡様宅前 衣笠栄町4-4 土曜日 10時00分～ 雨天時中止

17 公郷憩の家 公郷町3丁目 火～金

第１、第３、火・金
曜は１３時半～。
第２、第４、火・
水・木・金は１０
時～

公郷第３公園朝６時半か
らのラジオ体操は中止に

なりました。

18 公郷6丁目公園 公郷町6丁目 月～土（祝日除く） 6時30分～ 1月～2月は休み

19 公郷老人いこいの家 公郷町6丁目 火 13時30分～

20 新公郷チビっ子広場 公郷町6丁目 月～土（祝日除く） 6時30分～
年末年始の５日間、

日曜日休み

21 小矢部1丁目自宅駐車場 小矢部1丁目5-7 毎日（祝日含む） 6時30分～
12/29～1/3は休み

雨天中止

22 森崎町内会館前 森崎2丁目 毎日（祝日含む） 6時30分～ 雨天時は会館内

          横須賀市ラジオ体操会場一覧 誰でも参加できます



会場名 住所（町名） 活動日 開始時間 備考

23
横須賀グリーンヒルケアハウス

エントランスホール
大矢部1丁目 毎日

6時30分～6時
50分

24
横須賀市営公園墓地

管理事務所前
大矢部6丁目 月～金(祝日を除く） 8時45分～

お盆、お彼岸、
年末年始は休み

25 根岸公園（交通公園） 根岸町3丁目 毎日（祝日含む） 6時30分～ 雨天中止

26 桜が丘2丁目第3公園 桜が丘2丁目 土曜日 8時30分～

27 池田町５丁目第２公園 池田町5丁目 毎日（祝日含む） 6時30分～
12/31～1/3休み

雨天中止

28 海風学園　園庭 馬堀町2丁目 水曜日（祝日除く） 8時30分～９時 年末年始

29 浦賀1丁目公園 浦賀1丁目
月～金（祝日含む）

雨天中止
6時30分～ 雨天中止

30 浦賀5丁目第2公園 浦賀5丁目 月～土（祝日含む）
6時30分～6時

40分
1、2、8月は休み

雨天中止

31 浦賀7丁目公園 浦賀7丁目 月～土（祝日含む） 6時30分～
雨天中止

12月中旬～2月末まで休み

32 浦賀丘1丁目第1公園 浦賀丘1丁目 毎日(祝日含む） 6時30分～ 雨の日・3が日は休み

33 浦賀丘3丁目公園 浦賀丘3丁目
月～金（祝土日除

く）
6時30分～ 12/18～3/31休み

34 みかん台第2公園 鴨居1丁目 毎日（祝日含む） 6時30分～ 雨天休み

35 臨海第２公園 鴨居2丁目 月～金
6時15分～6時

45分
正月３日、土日、雨天休み

36
かもめ団地内
商店街広場

鴨居2丁目 毎日 6時30分～ 休みなし

37 中台第2公園 鴨居2丁目 毎日 8時30分～
冬休み12/30～1/5

　雨天中止

38
観音崎公園
（花の広場）

鴨居4丁目 毎日(祝日含む）
8時00分～8時

45分
年末年始除く　雨天、

事務所行事除く

39 南浦賀第2公園 南浦賀10 月～土（祝日除く） 6時30分～ 雨天除く　年末年始

40 二葉1丁目公園 二葉1丁目 月～金（祝日除く） 6時30分～ 年末年始休み

41 早稲田公園 二葉2丁目
火・木・土（祝日含

む）
6時30分～ 雨天休み

42
ハイランド2丁目

第2公園
ハイランド2丁目

月・水・金(祝日を含
む）

8時30分～ 12/26～1/7は休み

43 岩戸３丁目公園 岩戸3丁目 毎日(祝日含む） 6時30分～
雨天中止

三が日は休み・
11月～3月は7時から

44 岩戸４丁目第２公園 岩戸4丁目 月～金(祝日含む )

4月～11月
      6時30分～
12月～3月
           7時～

雨天中止
正月3が日は休み

45 岩戸5丁目公園 岩戸5丁目 毎日（祝日含む）
6時30分～6時

40分
12/31～1/3休み

46 SOMPOケアラヴィーレ久里浜 久村672 日 10時～
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47 久比里　若宮神社境内 久比里1丁目
月～金（祝祭日も含

む）
6時30分～

年末年始は休み
雨天中止

48 久比里公園 久比里2丁目
月～金（祝祭日も含

む）
6時30分～

年末年始は休み
雨天中止

49
東村工務店駐車場

（久里浜１丁目公園の横）
久里浜1丁目 毎日 6時30分～

雨天中止
12/31～1/3休み

50 久里浜公園 久里浜6丁目 月～土 6時30分～ 日祝日休み

51
市営久里浜改良アパート

集会所前公園
久里浜6丁目 火曜日(祝日含む） 10時～

12/20～1/4
３月・４月休み

52 市立総合高校 久里浜6丁目
小中学生の夏休み
期間中の月～土

6時30分～

53
久里浜台2丁目公園
（通称：久比里公園）

久里浜台2丁目 月～金（祝日含む）
6時30分～6時

40分
土日・年末年始は休み

54 佐原4丁目第3公園 佐原4丁目 月～土（祝日含む） 6時30分～ １/１～2/28休み

55 若宮台公園 若宮台22 月～金（祝日含む） 6時30分～ 12/30～１/4は休み

56 ノジマ駐車場 　　野比1丁目 月・水・金 7時00分～
5/11～29　12/29～1/4

1/15～2/5は休み

57 粟田1丁目第2公園 粟田1丁目 月～土 7時00分～ 12/29～1/6休み

58 粟田1丁目第3公園 粟田1丁目 毎日 7時00分～ 12/29～１/4は休み

59 中央公園 粟田1丁目 毎日（祝日含む） 7時00分～ 12/29～１/3は休み

60 粟田2丁目第3公園 粟田2丁目 毎日 7時00分～
雨天中止

12/29～1/4は休み

61 北下浦市民プラザ１階ロビー 長沢2丁目
火～日（祝祭日除

く）
10時～ 12/29～1/3はお休み

62 長沢台公園 長沢3丁目
月・水・金(祝日含

む）
7時00分～ 12/29～1/10は休み

63 東ノ入公園 野比4丁目 土 7時～ 1月1日は休み

64 秋谷一丁目公園 秋谷１丁目 水 10時00分～

65 大楠愛児園園庭 芦名1丁目
月・火・金（祝日除

く）
9時00分～ 冬休み12/29～1/3まで

66 親水公園上 佐島の丘2丁目
毎週土曜・小学校の夏

休み、冬休み期間
6時30分～ 12/18～1/8

67
大楠漁業　漁業協同組合

佐島支所　駐車場
佐島3丁目 土 6時30分～

68 山科台公園（自治会館前） 山科台42 月～金（祝日除く） 6時30分～ 12/30～1/3はお休み

69 太田和2丁目公園 太田和2丁目 月・水・金
13時00分～13

時15分
雨天休み

夏休み7/29～8/31

70 太田和中町内会館 太田和4丁目 木 8時30分～ 年末年始

71 浜田建具店前庭 長井3丁目 月～金(祝日除く) 6時30分～
お盆及び年末年始は休み、

雨天中止



会場名 住所（町名） 活動日 開始時間 備考

72 長井こども園 長井5丁目 月～金(祝日除く) 8時50分～
12/29～1/3は休み

雨天中止

73 漆山チビッコ広場 長井6丁目 毎日 6時30分～ 3が日は休み

74 長坂チビッコ広場 長坂3丁目 水・土 6時30分～ 12月・1月・2月は休み

75 武1丁目公園 武１丁目
月・水・金（祝日除

く）
7時40分～

雨天
８月と12月～3月は休み

76 ネアポリス湘南　風の広場 武3丁目 火曜日 8時30分～

77 武５丁目第3公園 武5丁目
月・水・金(祝日含

む）
6時30分～ 11/1～2/28は休み


