
N0 イベント名 時間 会場 
１   開会式 10:50～ 市民ホール 

２ 逸見保育園  発表会 11:00～ 市民ホール 

3 リサイクル図書 11:00～ ２Fエントランス 

４ お茶席 11:00～ 和室 

５ 市民大学特別講座｢忠度を楽しむ 能の世界｣ 11:00～ 
13:30～ 大学習室 

6 おもしろ科学かんたん工作・実験装置展示 11:00～ 第３学習室 

7  学びのフリースペース 11:00～ 第１学習室 

8 おやこワークショップフェスタ 11:00～ 美術工芸室 

9 防災グルメの試食会♪ 11:15～ 調理講習室 

10 まなびかんステージ 11:30～ 市民ホール 

11  親子でプログラミング体験教室 13:00～ パソコン研修室 

12  理研よこはまサイエンスカフェ 14:00～ 第２学習室 

まなびかん按針クイズラリー 10:00～ 答え合わせは 
４F事務室 

作品展示＆各種パネル展示 10:00～ 4･５F通路・ 
ロビー他 

まなびかんマルシェ- 11:00～ ５Fロビー 

主催：横須賀市生涯学習センター指定管理者 公益財団法人横須賀市生涯学習財団 
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土 
リサイクル図書 
11:00～15:00 なくなり次第終了 
 

図書館で不要になった本や、市民の皆様からご提
供いただいた本などを自由にお持ち 
帰りいただけます。 
＊混雑時は、安全のため入場制限を 
 行う場合があります。 

今年もやります！まなびかんの魅力をギュっとつめこんだ、１日限定のおまつり！ 

開会式 
10:50～11:00 
 

ラジオ体操でまなびかんまつりスタート！ 
 

逸見保育園 発表会 

11:00～11:20 
 

演目：ぼくらと按針の街 逸見 
 

大好きなへみの街をもっと良くする為に･･･  
子ども達が探検隊となって冒険します。現在(いま)･過去(む
かし)そして未来(これから)に向かって。 
歌あり紙芝居ありの創作劇をお楽しみに！ 
 

まなびかんステージ 
11:30～14:50 
 
 

まなびかん利用団体が日頃の成果を発表します。プログ
ラムは左下をご覧ください。すこやかんも特別参加！ 

スイーツ 

デコ 

  

出演予定時間 出演団体 内 容 

11:30～11:50 ドレミの会 キーボード演奏 

11:55～12:05 ハイビスカス① フラダンス 

12:10～12:30 シニア・サックス・アンサンブル サックス演奏 

12:35～12:55 懐メロ健康体操クラブ 懐メロを使ったオリジナル
体操 

13:00～13:20 Q・O・L J-POPコピーバンド 

13:25～13:35 ハイビスカス② フラダンス 

13:40～14:00 わらいき 声劇(ボイスドラマ/ラジオ
ドラマ) 

14:05～14:25 アンサンブル スルーザヨコスカ 様々な楽器による合奏 

14:30～14:50 すこやかんLove Friends  HIP HOPダンスのショータ
イム 

 ◎電車 
 ＪＲ横須賀線「横須賀駅」または 
   京浜急行線「逸見(へみ)駅」より徒歩５分 
 ◎バス 
 京浜急行バス「汀橋(なぎさばし)」バス停前、 
 「横須賀駅」バス停より徒歩５分 
 ◎駐輪場（無料） 
  自転車は100台程度、バイク30台程度駐輪可能です。 
 ◎駐車場（有料）合計で185台駐車可能です。 
 【利用時間】7時30分～22時30分 
 【料金】1時間以内･･･無料 
  1時間を超えて4時間まで･･･310円 
  4時間を超え30分ごとに･･･210円 
  ※まなびかんご利用で、障害者手帳をお持ちの方は 
  駐車場料金が減免になります。 

横須賀市生涯学習センター 
(まなびかん)のご案内 

 

〒238-0046 横須賀市西逸見町1-38-11 ウェルシティ市民プラザ4F   

URL http://manabikan.net/ TEL 046-822-4838 (受付時間 8:30～20:00)        
臨時休館日 12月24日(木)  休館日 年末年始(12月29日～1月3日) 

公益財団法人 横須賀市生涯学習財団 まなびかんまつり担当 

お問合せ 



★…クイズラリー問題・回答用紙 設置場

学びのフリースペース 
＆地域リーダーとまなび情報登録 
 講師たちとの交流会 
11:00～13:30(交流会 11:30～12:00) 
 

３月に開催する『講師デビュー講座』の講師による 
パフォーマンスタイムやYokosukaまなび情報登録 
講師の作成したポスター展示など。 
飲食スペース(11:00～15:00)あります。 

大学習室 

５階 ロビー 

まなびかんマルシェ- 
11:00～15:00 売切れ次第終了 
 

今年もやります！新鮮野菜・パン・お菓子などの販売！ 
※第１学習室でお召し上がりいただけます 
 

協力：横須賀市シルバー人材センター、ピーターパン“ミスター
按針”、障害者地域作業所連絡会(ぼくのくれよん、 
清光園[元気パン]、アトリエ夢喰虫、 
陽だまり、あんしん農園、 
つばさの家第二作業所) 

防災グルメの試食会♪ 

11:15～15:00 材料がなくなり次第終了 
 

皆さんはハイゼックス炊飯袋をご存知ですか？災害時に最小
限の材料や水で簡単に炊き出しができ、食器や箸も使わず
に、すぐに食べることができます。また、介護食やアレル
ギー除去食など個々のニーズに対応もできることか
ら、今注目の防災グッズです。 

市民大学前期講座｢よこすか☆BOSAI女子講座｣受講
生によるおすすめメニューの試食会です☆ 
あなたも楽しみながら｢MY防災スタイル｣を 
      見つけてみませんか。 
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第１学習室 

吹抜け 調理 

講習室 

おやこワークショップ 
フェスタ 
11:00～15:00 材料がなくなり次第終了 
 

協力：“まなびかん”子どもの未来づくりサポーター＆｢おやこ
バルーンアートワークショップ｣受講生 
 

・バルーンアート☆つくり放題(無料) 
・絵本のブックトーク(無料) 
・スイーツデコ(300円～) 
・オリジナル缶バッジ＊(100円) 
 ＊バッジは直径56mm 写真や絵を切り取らずにお持ちください 
・クイリング（300円～ ※12:00～） 
 

  会場内に授乳室を設置します 
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男性・女性・ 
多目的用 

自販機 

ロビー 

お茶（無料）を 
用意してお待ち 
しております 

第３学習室 

おもしろ科学かんたん工作 
くるくるリング・ミニホバー 
11:00～15:00 材料がなくなり次第終了 
 

協力：NPO法人 おもしろ科学たんけん工房 
 

回転リングを押し上げるとまわりだすくるくるリングと 
CD&ゴム風船で作るホバークラフトで遊ぼう!  
 

工作見本と実験装置の展示 
ジェットコースター他 
11:00～15:00 
 

協力：NPO法人 おもしろ科学たんけん工房 
 

自分で実験できます！ 

★ 

生涯学習財団 
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       ＊ 申込み締め切り1/14（木） 
       ＊【前半】【後半】併せてのお申込みになります。  
 

【前半】11:00～12:00(開場10:30～) 
 共立女子短期大学 教授 菅野扶美氏 
   講演会｢平家物語の忠度(ただのり)｣ 
【後半】13:30～15:00(開場13:00～) 
 観世流シテ方能楽師 武田尚浩氏・武田祥照氏・ 
 武田崇史氏による｢能の実演と解説｣ 
 定員：150人(事前申込制・応募多数の場合抽選) 
 受講料：1000円(前半受付時お支払い) 

第３学習室 

お茶席 
11:00～15:00 
お茶席券が 
なくなり次第終了 
 
 

お茶券300円 
 

協力：千祥会 
 

季節のお菓子をいただきながら
茶の湯にふれてみませんか。 

※その他詳細は別途募集チラシまたは 
 ホームページをご覧ください 

第１学習室 

親子でプログラミング 
体験教室 
13:00～15:00 
 
 

事前申込制 
 

定員：親子10組(事前申込制・先着順＊1/24（日）10：00～) 
参加費：無料 

パソコン研修室 

※その他詳細はホームページをご覧ください 

  託児室 
 

※事前予約制 

まなびかん按針クイズラリー 
10:00～15:00★★★★★★ 
 

クイズラリーに挑戦して、プレゼントをゲット！ 
図の「★」印(4ヶ所)にある全てのクイズに答えて、 
事務室受付窓口に答え合わせにきてください。 

Photo by：前島 吉裕 

和室 

メニューを工夫すれ
ば、炊き込みご飯や煮
物、デ ザ ー ト な ど、
様々な料理を作ること
ができます！ 

作品展示＆各種パネル展示 
 

10:00～15:00 

 
・逸見保育園作品展示｢探検！発見！へみの街｣ 
 
 
・環境政策部 環境企画課 ｢環境パネル｣ 
・教育委員会 生涯学習課「市内の社会教育の活動紹介」 
〈学習成果報告パネル展示〉 
・市民大学成果発表パネル展示コーナー 
・市民大学から生まれた「新聞活用会」による展示 
・“まなびかん”子どもの未来づくりサポーターによる展示 
〈Yokosukaまなび情報〉 
・登録サークル/講師の作成したポスター 
〈まなびかん協力大学・施設のパネル展示〉 
・関東学院大学 
・市民活動サポートセンター 
・よこすかボランティアセンター 
・横須賀市シルバー人材センター 

【４・５階ロビー・通路 他】 

【第１学習室前通路】 

事前申込制 以外は 
全て当日参加できます！ 

逸見のご当地グルメ 
“ミスター按針”もあります 

理研よこはまサイエンスカフェ＊ 
小さな万能マシーン｢細胞｣を自在に操る 
14:00～16:00 
 

事前申込制   ＊ 申込み締め切り1/14（木） 
 

協力：理化学研究所 横浜キャンパス 
講師：鈴木 貴紘氏 
［ライフサイエンス技術基盤研究センター 機能性ゲノム解析部門 
オミックス応用技術研究グループ 細胞機能変換技術研究チーム 研究員] 
 

定員：40人(事前申込制・応募多数の場合抽選) 
参加費：無料 
 

第２学習室 

なぜ細胞は様々な機能をもつのか、どうすれば細胞を自在に操れるの
か、などの疑問をiPS細胞や身近な病例、最先端の研究結果を通して
一緒に考えていきます。 ※その他詳細はホームページをご覧ください 

＊理研の研究者と市民の方が飲み物を片手に気軽に科学の話題について語り合う場。講演
会でもシンポジウムでもない新しいスタイルのイベントです。 

事前申込制 


