第

6

回

よこすか下町を浴衣で小粋に歩こう
横須賀中央エリア
各所で開催！

7.27sat

DE

11：00～20：00
荒天中止（小雨決行）

貸出
数量 浴衣
限定

豪華
受賞 景品
あり

ゆかた無料レンタル＆着付け
事前予約あり・先着順・当日受付

Yデッキ下受付
持込みもOK！

ゆかた DE コンテスト

キッズイベント

参加者募集中！

ミニ電車
カブトムシ採取体験
けん玉体験
ミニ縁日 etc.

当日 10：00〜

【事前予約お問合せ】
きものサロンよこすか
TEL 046（824）6486まで

11：00〜16：00

一般の部／キッズの部

お問合せ）yokosuka@room.ocn.ne.jp
「ゆかた DE コンテスト」
係

7/12
（金）
締切となります。
定員になり次第終了

ゆかた DE ナイト

Yデッキ下
街市飲食ブース・LIVE ステージ etc. 16：00〜20：00
みんな DE 踊ろう！盆踊り練習会 17：45〜
みんなで楽しく踊りましょう！ 協力：もとみ会

ゆかた DE アレンジコレクション

LIDREライブ
11：00〜16：00

LIDRE店頭 特設会場
毎月恒例の街角ライブを開催

三浦半島食彩マーケット
10：00〜16：00

18：30〜

LIDRE横 特設会場

横須賀中央の美容室がゆかた・ヘアスタイルなど
トータルプロデュース！

豪華
当た 景品
る！

協力：apps、CLAPS横須賀中央店、ジャストビューティ

ゆかた DE スカブラ ビンゴ大会

19：15〜
「街市」ご利用のお客様に「ビンゴカード引換券」配布

ガラポン抽選会 タリーズ前

ナイトフリマ

対象）
ゆかたでお越しの方
スタンプラリー完走の方
ガラポン抽選券お持ちの方

同時開催

第15回

まち

三笠ビル商店街前 16：00〜20：00

協力：ヨコスカママナビ

11：00〜16：00

いち

街市−よこすか 街市参加店大募集中！

YOKOSUKA

11：00〜16：00

一部店舗 20：00まで
荒天中止（小雨決行）

お問合せは mail：ydc̲machiichi̲yokosuka@googlegroups.com（担当 藤原）

「まちづくり」＝「街を元気に !!」＝「横須賀を元気に !!」

↑こちらからも↑

飲食・相談・体験・展示・販売ブース
Yデッキ下・LIDRE横須賀前 他
会場）

※ 詳しい詳細に関しては、裏面をご参照ください。
※ 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。 お問合せは TEL 070-5546-0345まで
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
協力：一般社団法人 横須賀市観光協会 横須賀美術館 横須賀温泉 湯楽の里 （株）
ハクビ きものサロンよこすか ぬのや呉服店
横須賀市自然・人文博物館 市役所前地下駐車場 ぴぽ 320 よこすかアーティストドットコム よこすか何でもやんべぇ〜会

ゆかた DE スカブラ

ガラポン抽選券
お一人様１回限り抽選 タリーズ前

開催期間中のみ有効

ヨコスカママナビ

1 枚に付き１回抽選

コピー不可

抽選会は、
16時まで。
景品が無くなり次第終了となります。

第

6

回

よこすか下町を浴衣で小粋に歩こう 横須賀中央エリア各所で開催！

DE
リドレ街角ライブ “ゆかた DE スカブラ スペシャル！”（リドレ店頭 特設会場）
■ 極真空手 横須賀道場
■ THE

11：00〜

OSHIDORI MUSIC（夫婦シンガーユニット） 11：45〜

■ けん玉パフォーマンス
■ M.H

Fit & Dance

スカベイ

14：00〜

12：30〜 協力：公益社団法人 日本けん玉協会 横須賀支部

極真空手 横須賀道場

13：15〜

■ ゆかた

DE コンテスト
（キッズ）15：00〜 審査発表 15：45〜
事前募集でノミネートされたゆかた姿のキッズが登場！ 協力：よこすかアーティストドットコム

おでかけ博物館

市役所前公園

郵便局

11：00 〜 16：00

THE OSHIDORI MUSIC

ガラポン抽選会・本部

11：00
〜 16：00 タリーズ前
米が浜通り入口
当日、ゆかたでお越しの方、配布する
うちわにあるスタンプラリー完走、
ガラポン抽選券お持ちの方は
抽選会に参加できます。
景品が無くなり次第終了

横須賀郵便局前

横須賀の生き物・岩石標本
ワークショップ etc.

協力）横須賀市自然・人文博物館

三浦半島食彩マーケット

おでかけ博物館 イメージ

10：00 〜 16：00

YOKOSUKA

三浦半島の農家、漁家の皆さんによる
旬の食産物、加工品の販売

街市ーよこすか

さいか屋

協力）三浦半島食彩ネットワーク

11：00 〜 16：00

けん玉体験＆パフォーマンス

体験・展示・販売・相談

作業所コーナー

11：00 〜 16：00

千日通り入口

11：00 〜 16：00

2

わたがし・ゲームコーナー etc.

LIDRE
横須賀

カブトムシ採取体験

協力：公益社団法人 日本けん玉協会 横須賀支部

11：00 〜 16：00
※一部販売あり

YOKOSUKA

湘南信金

かながわ信金
本店営業部

若松町

1

三笠ビル商店街

3

ミニ縁日11：00 〜 16：00

ナイトフリマ

「三笠ジュラシック
ストリート
GAoo 〜 n」

16：00 〜 20：00

11：00 〜 16：00

ミニ電車 11：00 〜 16：00

（恐竜缶バッチetc）

大人気！ミニ電車が乗れます！

□ 化石発見ゲーム挑戦

協力：関東学院六浦中学校・
高等学校 鉄道研究部

□ 大道芸
□ とび出す恐竜 フォト

スポット（ヨコスカ恐竜
パーク2019連携企画）

スーパーボールすくい
スライムすくい
ヨーヨーつり etc.

Y
デ
ッ
キ

街市ーよこすか
11：00 〜 20：00

飲食ブース・レストスペース

横

駅

央

中

賀

須

ゆかた無料レンタル＆着付け（事前予約・当日受付）

事前予約お問合せ）046（824）6486 きものサロンよこすかまで
Y デッキ下で当日（10：00〜）受付いたします。 数量限定となります。
女の子用（90〜150cm）、男の子用（90〜100cm）、女性・男性用も若干数用意あります。
持込ゆかたの受付もお受けします。履物は各自ご用意ください。
ヘアメイクサービスも無料です。詳しくは、当日受付にて説明いたします。
協力：株式会社ハクビ、きものサロンよこすか、ぬのや呉服店

主催：三笠ビル商店街協同組合

大道芸

ゆかた DE スタンプラリー 11：00 〜 16：00

「うちわ」
にスタンプ！完走で
「ガラポン抽選会」
へ参加できます！
「うちわ」
は事前配布または当日配布します！
三笠ビル商店街
中央口付近

Yデッキ下

協力：ヨコスカママナビ

□ 恒例 1,000 円ガラポン

1

タリーズ前

子どもから大人まで年齢を問わず
楽しめる「けん玉」。
「体験コーナー＆
パフォーマンス」でワザをクリア
できたら認定証がもらえるよ！

2

LIDRE横

3

Yデッキ下

11：00 〜

JIN/ Syotaro/ YUKI

11：00 〜 13：00 ／ 13：30 〜 15：30
♪12：15 〜 三笠ビル会場にも登場！

ゆかた DE ナイト

16：00 〜 20：00

■ ハーラウ ケ アオ マーラマ
（ハワイアン フラ）16：00〜
■ ゆかた

DE コンテスト（一般）16：35〜 審査発表 17：15〜

JI N（大道芸）

事前募集でノミネートされた皆さんによるゆかた姿コンテスト！

第3回 初夏のパパまつり 似顔絵掲示中

■ 盆踊り練習会

※ 各賞発表は「ゆかた DE スカブラ」当日、タリーズ前（本部）にて
掲示いたします。
「似顔絵コンテスト応募受付券」を持参ください。

■ ゆかた

掲示場所）LIDRE 横須賀 1F（7月31日まで）

ゆかたでお越しの方提携駐車場１時間無料
本部（タリーズ前）に駐車券を持参していただくと１時間無料
駐車券を差し上げます。 協力：市役所前地下駐車場 ぴぽ 320
※ 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。

協力：もとみ会

17：45〜

シーズン到来！振り付けを覚えて、みんなで踊ろう！

DE アレンジコレクション 18：30〜

美容室の方が教えてくれるココでしか聴けない？！
レア情報「ゆかたの着こなし」
「ヘアアレンジ」etc.

ハーラウ ケ アオ マーラマ

協力：apps、
CLAPS横須賀中央店、ジャストビューティ
■ ゆかた

DE スカブラ ビンゴ大会 19：15〜

「街市」ご利用のお客様に「ビンゴカード引換券」配布。 ※なくなり次第終了。

