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YOKOSUKA DOWNTOWN CLUB PRESENTS

横須賀中央エリア各所で開催！横須賀中央エリア各所で開催！

ウォーク参加者は、当日お楽しみあり！

詳細は、横須賀市観光情報サイト「ここはヨコスカ」をご覧ください。

よこすか京急沿線ウォーク「うらがみち探検ファミリーウォーク」「うらがみち探検ファミリーウォーク」よこすか京急沿線ウォーク

ヨコスカダウンタウンクラブ 検　索YDC 最新情報はYDC 最新情報は

主催：ヨコスカダウンタウンクラブ　後援：横須賀市　横須賀商工会議所

協力：京浜急行電鉄（株）　横須賀美術館　横須賀温泉 湯楽の里　よこすか何でもやんべぇ～会

　　　津久井浜観光農園 J Aよこすか葉山　ヨコスカママナビ　よこすかアーティストドットコム

協賛：大滝商店街振興組合　三笠ビル商店街協同組合　千日通商店街振興組合

　　　若松商店街振興組合　若松栄和会商店街協同組合　一般社団法人リドレ商店会

お問合せは、YDC代表 TEL：090-9010-1843まで

※ 会場・内容等は、変更となる場合がございます。ご了承ください。

3月24日
11：00〜16：00

土 荒天中止（小雨決行）

同 時
開 催

スタート受付（京急安針塚駅） 9：00 ～ 11：00

ゴール受付（京急横須賀中央駅 Yデッキ下広場） ～ 15：00まで

テーマパーク

　　チケットが

当たる！
テーマパーク

　　チケットが

当たる！
ミニ電車ミニ電車

ポニー乗馬ふれあい体験ポニー乗馬ふれあい体験

会場）リドレ横　協力）マメポニ

会場）三笠ビル商店街付近

協力）関東学院六浦中学校・
　　　　  高等学校 鉄道研究部

会場）タリーズ前
詳しくは
　裏面 MAP にて 詳しくは裏面 MAP にて

ガラポン抽選会
ガラポン抽選会

ライブパフォーマンス

フリーマーケット

キッズスポーツコーナー

ストリートパフォーマンス

横須賀野菜の農家さんがやってくるっ！

スタンプラリー  etc

ライブパフォーマンス

フリーマーケット

キッズスポーツコーナー

ストリートパフォーマンス

横須賀野菜の農家さんがやってくるっ！

スタンプラリー  etc

※ 条件としてポニー乗馬受付にて専用用紙を受け取り、

　 開催中の街市や協力店舗でお買物をした方となります。

※ 詳しい配布時間に関しては、ポニー乗馬会場受付にて

　 お知らせします。

★ 乗馬体験（5回予定 各回20名様先着順）

★ ふれあい体験

大人気！ミニ電車が無料で
乗れます！お子様、親子、
ご家族などたくさんの
ご乗車お待ちしてます！

下記に指定された３カ所を周り、スタンプを押し、ガラポン抽選会（タリーズ前）へ

参加できます。詳しいスタンプ場所は裏面マップを参照してください。

※ 開催期間中のみ有効　※ ３ヶ所スタンプ捺印で１回抽選となります。

※ スタンプの同一以外の所への捺印は、無効となります。

スタンプラリースタンプラリー

スカベイ

ぼくら
ゆるキャラ達も
集まるよー！

こちらからも

Y デッキ下 LIDRE周辺 さいか屋横須賀店前



スタンプラリー

かながわ信金前

チラシ掲載のスタンプカードにスタンプを押して完走で

「ガラポン抽選会」へ参加♪チラシがなくなり次第終了となります。

Y デッキ下1 LIDRE周辺2 さいか屋横須賀店前3
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※ 会場・内容・時間等は、変更となる場合がございます。ご了承ください。

横須賀で最も人が集まる一番の街に、市内の「佳いモノ」を大集合させ、盛大な「街市」を行います。YOKOSUKA

街市ーよこすかイメージ

三浦半島の名店がワイワイ出展！三浦半島の名店がワイワイ出展！

「まちづくり」＝「街を元気に!!」＝「横須賀を元気に!!」

11：00～16：0011：00～16：00
荒天中止（小雨決行）荒天中止（小雨決行）

街市ーよこすかイメージ

同 時

開 催

ガラポン抽選会　タリーズ前　11：00～16：00

※景品が無くなり次第終了となります。

チラシ掲載の抽選券をお持ちの方、チラシ掲載のスタンプラリーを

完走した方、「街市ーよこすか」でお買物や体験した方が対象。

豪華景品や商店街店舗よりいろいろな商品が当たる！

第 8
回

街市 －よこすか街市 －よこすか
まち いちまち いち

会場）Yデッキ下・商店街アーケード前 他飲食・相談・体験・展示・販売ブース

さいか屋横須賀店 店頭

2

11：00～

ダンス & ストリートパフォーマンス　

体験・展示・販売・相談

街市ーよこすか

ミニ電車 三笠ビル商店街付近

LIDRE横須賀
（ザ・タワー　

横須賀中央）

飲食ブース・レストスペース

街市ーよこすか
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横須賀中央エリア各所で開催！横須賀中央エリア各所で開催！

協力：関東学院六浦中学校・

　　　　  　　高等学校 鉄道研究部

大人気！ミニ電車が無料で乗れます！

◇ ダンスパフォーマンス

けん玉体験＆パフォーマンス

子供から大人まで年齢を問わず楽しめる「けん玉」

お気軽にご参加いただける体験コーナー！

協力：日本けん玉協会 横須賀支部

キャラクターが遊びにくるよ！
スカベイ＆スカリンにあいにきてね♪
　スタンプカードチラシを
　　　みんなにくばるよ！（先着順）

協力：よこすかアーティストドットコム

ポニー乗馬ふれあい体験
リドレ横

協力：マメポニ

乗馬体験（5回予定 各回20名様先着順）

ふれあい体験

Yデッキ下広場

Mr.Dai（ミスターダイ）

日本けん玉協会 横須賀支部

猿まわし公演
抱腹絶倒！人とお猿さんの絶妙

コンビ！

※随時開催

フリーマーケット 協力：ヨコスカママナビ

ふらり立ち寄って掘り出し物を見つけよう♪

協力：戦豆

猿まわし

ライブパフォーマンス　LIDRE前特設会場

農家と野菜ソムリエが横須賀の野菜や農業の魅力を紹介。抽選で20名様に賞品が

当たる企画も！協力：横須賀市農林水産課、野菜ソムリエコミュニティかながわ 　

11：00  極真空手 横須賀道場

12：00  武山中学校リズムダンス部 

13：00  15：00  サファリパークDuo
知的障害がある 19歳の姉（フリューゲルホルン＆トランペット）と14歳の弟（ピアノ＆

カズー＆ボーカル）による小さなジャズユニット。スウィングから、モダン、ボサノバ、
サルサなど、様々なレパートリーを持ち、幼いルックスに似合わぬ本格的な演奏は
第一線のプロからも一目置かれている。活動を始めて7年の間に450回以上のライ
ブに出演。2015年10月の「第4回 全国ファミリー音楽コンクール in よっかいち」では
コンクール初挑戦で「グランプリ・文部科学大臣賞」を受賞した。NHK E テレ「カラ
フル！」NHK 総合「ひるまえほっと」「4時も！シブ5時」などテレビ出演も多数。

武道で身につけよう、本物の自信・礼儀・集中力 !!
「極真空手 横須賀道場」による空手演武の披露！

13：45  「横須賀野菜の農家さんがやってくるっ！」

協力：よこすかアーティストドットコム

サファリパークDuo

横須賀野菜（イメージ）

極真空手 横須賀道場

キッズスポーツコーナー
☆ キックターゲット　☆ フリースロー　☆ ミニゴルフ

マジック、バルーン、ジャグリング…  テレビでも活躍中の

ミスターダイによる愉快なショータイム！

横須賀をダンスで盛り上げたいという熱い思いを持った横須賀盛り上げ大使

（EXILE 橘ケンチ、TETSUYA）から贈られた横須賀オリジナルダンスをはじめと

したダンスパフォーマンスを披露します。

　 11：00  武山中学校リズムダンス部

　 11：45  横須賀総合高校ダンス部

◇ ストリートパフォーマンス

　 12：30　14：00  Mr.Dai（ミスターダイ）

協力：すかゴル推進委員会（ミニゴルフ）
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