Yo kos uka ME G URU P ro j e c t 実 行 委 員 会

オフィシャルガイドブック

URAGA

302年目の、新発見。

とは

「 3 0 2 年 」に 込 めた 思 い
一見して中途半端な数字ですが、

実はこの「302」には「MEGURU Project 2022」に込められた思いがあります。

「302年」、これは浦賀奉行所が開設されてからの年数です。

200年、300年とピッタリの時には多くの人が意識しますが、

それ以外の年にも、ぜひ浦賀を思い出していただきたいのです。
町の長く深い歴史、地元の皆さまのスピリッツ、海と乗り物、
そして世界的に貴重なレンガドックなど、

浦賀の町には数えきれないほどの魅力があります。

それらを歴史探索やクルーズ、エンターテインメント、謎解き、音楽、ワークショップなどの
多彩な企画でつなげ、町をめぐって楽しんでいただきたい

それが「MEGURU Project 2022」です。

─。

浦賀のファン、また浦賀を起点として横須賀各地を訪れる人が
一人でも増えるきっかけになることを願っています。

横須賀市長
上地 克明

昨 年 に 引 き 続 き 、今 年 も ここ 浦 賀 を 舞 台 に
MEGURU Projectを開催できることを、大変嬉しく
思います。
開催にあたり、多くの関係者の皆様や地域の皆様に多
大なお力添えを頂戴いたしまして、厚く御礼を申し上げ
ますとともに、ご来場の皆様を心から歓迎いたします。
このMEGURU Projectをきっかけに、浦賀地域を
今後の横須賀の観光における重要な拠点として、
一層盛り上げていきたいと考えております。
ぜひ、皆様におかれましては、歴史あふれる浦賀を
お楽しみいただき、開国の息吹を肌で感じていただ
けましたら幸甚です。
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「MEGURU Project 2022」実行委員長
鈴木 隆裕 （株式会社トライアングル 代表取締役）

横須賀市、浦賀観光協会をはじめ、合わせて17の

企業団体の方々と開催できることとなりました。皆

さまの多大なご協力に心より感謝申し上げます。

浦賀の魅力を一番ご存知の地元の方々のお力を

借りて、訪れる皆さまにありのままの浦賀を見て、あ

たたかい人に触れて、町を歩いてたくさんの発見を
体感していただきたいと思います。

まだまだ発 展 途 上 のイベントではありますが、

官と民の力を合わせて心のこもった取り組みにして
いきたいと願っています。
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スーツさん

1997年12月生。子供の頃から鉄 道が大 好き スーツ旅行チャンネル
で、鉄道高校として名高い岩倉高等学校に進学。
鉄 道 員を目指して就 職 試 験に望むも不 採 用と
なったため、進学を志す。2016 年4月に横浜国
立大学経営学部へ入学し、同年にYouTubeへの
投稿を開始。またたく間に交通系YouTuberとし
ての地位を確立する。現在、
「スーツ 交通／旅行」
などのチャンネルを持ち、チャンネル登録者数合
計 100万人超え（2022年10月現在）。

横 須 賀は 海と陸をダイナミックに
感じられる場 所 ─
東京湾から船で出入りするとき、観音崎を眺める

のが僕にとっての定番。今回、いつもとは逆に観音

崎から東京湾を眺めると、なんと船の多いことで

しょう。次々と大型船が目の前を過ぎ去るさまは、ほ
かの土地では簡単に見られません。

こうした場所であるからこそ、かつて戦艦の時代

に横須賀が重視された理由がよく分かります。今は
戦艦が東京湾に攻め入ってくる時代ではないと思い

ますが、海の重要地点であることは変わっていませ
ん。そういう意味で〝海の大動脈〟が目の前にある場
所、それが横須賀の特長であり、魅力だと思います。

1 2月1 0日にトークイベント出 演
浦賀の街は「狭い」というのが率直な感想です。特

に東叶神社の前の道が折れ曲がっていたり、波打ち際

に駐車場が作られていたりする光景が印象的でした。
水深が深く、入り組んだ港は、地質的な関係で狭く

なりがちなのかなと思いますが、
この狭さが浦賀の
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港としての優秀さの象徴であるように思いました。

12月には再び浦賀を訪れて、
「 船×鉄道の魅力と

は？スペシャルトークライブ」に出演します。横須賀・
浦賀への来訪者を増やせるよう、最大の努力をする

つもりです。たくさんある魅力を、ぜひイベントで体
感してほしいです。

12 10
SAT

船×鉄道の魅力とは？スペシャル
要予約
トークライブ開催！
乗り物好きにはたまらない「鉄 道」
と「船」のコラボ。しかも、その「鉄
道」が私の大好きな京急。この時点
で 最高です。鉄 道ファンの方も旅
好きの方も喜んでいただける企画
になることでしょう。
「ミスター京
急」こと飯 島さんとお 会 いで きる
のも 嬉しいですし、スーツさんと
のトークショーは初めてで、新たに
デビューする新 型車両に乗るとき
くらい楽しみです！

トークライブMCは 芸能界の「鉄道BIG4」の一人
お笑いコンビ・ダーリンハニーの吉川正洋さん
●実施日：12月10日（土） ●時間：19：00〜20：00 ●観
覧料：大人3,000円、高校生以下2,000円 ※コラボツアー
（→P16）参加者は1,000円 ※チケットは後日発売。詳細
は「MEGURU Project 2022特設サイト」をご覧ください。

ピアノデュオ レ・フレール

兄・斎藤守也（もりや）と弟・斎藤圭土（け
いと）の兄弟によるピアノデュオ。兄弟とも
にルクセンブルク国立音楽学校に留学、帰
国 後 、1台 4 手 連 弾 というプ レイスタイル
「キャトルマンスタイル」を確立。
2002年9月3日、2人の出身地である横須
賀のライブレストランバー「ヤンガー・ザン・イ
エスタディ」で「レ・フレール」
（仏語で「兄弟」）
として活動をスタートして20年を迎えた。

レ・フレール
ホームページ

20周年への思い
守也 スタートしてすぐは目の前のことにがむしゃ
らに取り組むしかない日々でしたが、ベテランのツ
アースタッフとの出会いもあり、たくさんのことを学
ばせていただきました。
20年の間に環境の変化はありましたが、圭土と
二人で1台4手にこだわってやってこられたのもい
ろいろな方のサポートや出会いがあったおかげだ
と思っています。
圭土 20年前、幼稚園で演奏した時、子どもたちが
喜んでくれたことがライブ活動していくきっかけで
す。出逢い、そして支えてくださっている方々にご恩
返しする思いを込めて活動しています。それはこれ
からも変わらないと思います。

圭土 浦賀と言えば東西の叶神社と渡し船が思い
出の一つ。結成20年の年に浦賀でライブができる
ことは原点回帰の意味があると思い、誠心誠意演
奏させていただきます。
2 3 日 は 代 表 曲 と結 成 2 0 周 年 記 念 アル バ ム
『Timeless』
に収めた新しい曲を予定しています。

11 23
WED

レ・フレール20周年スペシャルライブ
Back to YOKOSUKA〜
要予約
はじまりの場所から
兄・守也さん（左）
弟・圭土さん（右）

15年ぶりの浦賀ドックライブは原点回帰
守也 浦賀ドックでのライブは2007年5月、横須賀
市制100周年イベントで渡辺真知子さんとジョイン
トして以来。浦賀には子どもの頃よく遊びに来てい
たけれど、
ドックの中に入れるんだと感動した記憶
があります。特殊な環境も含めて、ワクワクするよう
なライブになると思います。

浦賀ドック内部の特設ステージを使った一夜限りのスペシャ
ル凱旋ライブ！

●実施日：11月23日（水祝）※荒天による予備日：11月24日（木）
●時間：18：30開場 19：00開演 ●観覧料：4,000円
※詳細・チケットご予約は「MEGURU Project 2022特設
サイト」をご覧ください。
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横須賀開国史研究会 会長
郷土史家
山本 詔一さん

浦賀観光協会 会長
岡 昌憲さん

40歳の頃「明日の浦賀をつくる会」を立ち上げ、

造 船だけにとどまらない 未 来 の 浦 賀 の 町 の 姿を

浦賀の発展は1720（享保5）年、下田より奉行所

が移されたことに始まります。江戸湾防備の要地と

描 き 、提 案したことも ありま す。そ の 時 のように

なり、ペリー来航の地としても有名です。日本初の洋

散りばめられているはずです。遠くから来る人はも

を乗せ、太平洋へ送り出しました。

作っていける機会になると思います。

の街から造船の街に変わりました。

ないことから街のことまでわいわいと話す、そんな

解 体されましたが、日本 初 のレンガドックは保 存さ

MEGURU Projectには浦賀の未来へのヒントが

ちろん、地 元 の 人たち の 関 心も高まって人 の 輪を
お祭りが終わった後、集まってみんなで他愛も

神社やお寺はコミュニティの核です。そういう場に

なることを願っています。浦賀で楽しく過ごしてく

ださい。

式軍艦・鳳凰丸を建造、咸臨丸を修理し、勝海舟ら
せん きょ

1897（明治30）年、浦賀船渠が創設され、商業

造船の槌音が消えて約20年、老朽化した建物は

れ、今回も公開して貴重な史跡をご覧いただけます。

日本の近代史を浦賀の街を歩きながら、めぐって

ください。

Column
貴重な映像作品『浦賀の映画学校』

2020年、浦賀奉行所開設300周年記念事業とし
て、浦賀小学校6年生が映画監督・三好大輔さんの
指導のもと、町の人々から提供された膨大な8ミリ
フィルムを編集したもので、昭和時代の浦賀が映っ
た貴重な作品です。特に日本丸の進水式は圧巻！
「高校生の頃、警察署の屋上に入れてもらって撮っ
たりしました。ドック内に毎日200〜300食のお弁当
を配達していました」とフィルムを提供した一人、うな
ぎ屋「梅本」の5代目店主・上野冨男さん。9月の祭りも
盛大で、神事の後の『付け祭り』では町内会ごとに神
輿を繰り出し、勢いがあった様子が見られます。
「浦賀の映画学校」は
コチラからご覧になれます。

観覧自由
☆幻の映画が復刻！
「八十八年目の太陽」特別上映
山本詔一さん解説トーク

浦賀ドックでオールロケを行った1941年制作の
国策映画「八十八年目の太陽」
（東宝）。今回、発見さ
れた〝幻のフィルム〟をデジタル修復し、1回限りの
上映会を行います。太平洋戦争直前の浦賀ドックで
軍艦や商船づくりに励む人々が描かれている作品。
「海 軍 省 支 援」のまさにプロパガンダ 映 画です
が、当時の街の様子や人々の活気、浦賀駅の様子な
どもしっかり映されているので 貴 重な作品です。
「八十八年目」というのはいったい何？それは、映画
の冒頭で明かされます！
日時
場所

上野冨男さん
※「浦賀の映画学校」は11月23日（水）から会場内ビジョンカー
で不定期上映予定
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無料

12月4日（日）18：00〜20：00

浦賀ドックシアター

☆講演会「浦賀ドックを語る」
日時

場所

12月11日（日）13：30〜15：00
レンガドック活用センター
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※「 」印のプログラムは事前予約制です。 ※プログラムの内容、時間、出演者等は変更になる場合があります。
※天候等の状況により中止となる場合があります。 ※詳細は
「MEGURU Project 2022特設サイト」をご覧ください。

イベントスケジュール
11月12日
（土）
浦賀ドックシアター
（ドック内部）
浦賀ベイステージ
（キッチンカー付近）
レンガドック
活用センター

11月13日
（日）

オープニング
セレモニー

URAGA
Dance Theater

9:00〜10:30

URAGAの夜に浮か
び上がる巨大ドック！
レンガドック×
三浦学苑高等学校
ライトアップ

10:30〜15:30

※横須賀総合高校
吹奏楽部の演奏あり

浦賀ドック
ナイトツアー

17:00〜／18:00〜

18:00〜20:00

11月19日
（土）
日本丸関連展示
8:30〜

BMX体験会

10:00〜15:30

BMX
フリースタイル・パークショー
①11:00〜11:20
②14:00〜14:20

ヨコスカ
街なかミュージック
①ジョーズ クインテット
11:30〜12:00

②よみぃ

13:00〜13:30

URAGA NIGHT ART
with HISTORY

（プロジェクションマッピング）
17:00〜20:00

11月20日
（日） 11月23日
（水・祝）
次世代が浦賀の街の
昔と未来を考える！
模型で江戸の浦賀を
再現＆ LEGO®公開
ワークショップ
9:30〜12:30

浦賀ウインド
オーケストラ

11:00〜12:00

14:00〜15:00

URAGAの夜に浮か
び上がる巨大ドック！
レンガドック×
三浦学苑高等学校
ライトアップ

歴史ある浦賀湾で発見がいっぱい！

開催期間中
毎日開催！

空から浦賀を眺めてみよう！

海上自衛隊
音楽隊演奏会
横浜 F・マリノス
トークショー
14:30〜15:30

レ・フレール20周年
スペシャルライブ
Back to YOKOSUKA
〜はじまりの場所から
要予約
19:00〜20:30

浦賀湾周遊歴史満喫クルーズ
浦賀に熱気球がやってくる！

歴史ある路地裏には発見がいっぱい！

詳細は16,17ページ
をチェック！

10:00〜10:30

12:15〜13:00

オッパショ石 &
リンダカラー∞
お笑いライブ

18:00〜20:00

横須賀学院
中学・高等学校
吹奏楽部演奏会

往復送迎バス付きでラクラク！

浦賀街あるきツアー

千代ケ崎砲台見学ツアー

レンガドックのヒミツをガイドと探る！
QuizKnockにチャレンジ！

浦賀ドック見学ツアー
浦賀謎解き街あるき

11月26日（土）

11月27日（日）

浦賀ドック
ナイトツアー

URAGA
Rock Theater

17:00〜／18:00〜

11:00〜15:30

※14:00〜15:00除く

12月3日（土）

12月4日（日）

次世代が浦賀の街の
昔と未来を考える！
模型で江戸の浦賀を
再現＆ LEGO®公開
ワークショップ

浦賀中学校吹奏楽部
演奏会

工作体験

12:00〜16:00

三浦半島から誕生！
音楽と表現の自由を守る
コントラバスヒーロー！

工作体験

12:00〜13:00

※13:30〜14:30除く

11:00〜15:30

Triplet
スティールパン演奏

ご当地クルーズ
サミット

横須賀お笑いライブ
0468スタイル

浦賀ドック
ナイトツアー

幻の映画が復刻！
「八十八年目の太陽」
特別上映＆解説トーク

13：00〜13：30

13:30〜14:30

浦賀ドック
ナイトツアー

13:30〜14:30

17:00〜／18:00〜

日時

11月20日（日）14：00〜15：00

場所

浦賀ドックシアター

無料

浦賀出身の「オッパショ石」、そして久里浜出身の「リンダカラー∞」。それぞ
れ幼なじみの2組は今年のM-1グランプリ予選を上位で突破し、お笑いシーン
で注目されている〝浦賀中と久里浜中の同級生〟
1993年生まれの2人とも、浦賀小・中学校出
身です！昔のあだ名は蒲谷ユウキが「カバくん」、
広田ハヤトが「ゴリちゃん」でした！
地元でのイベントなのでぜひ、あだ名で応援
してください！浦賀最高〜！！

オッパショ石
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DENとたいこーは久 里
浜小・中学校出身の幼馴染
です！たいこーが 野 球 部、
DENがサッカー部で、りな
ぴっぴは山形で空手やって
ました！りなぴっぴは山形
出身ですが3人中2人が久
里浜なので、ほぼ久里浜と
いうことで！（笑）
横須賀を盛り上げられる
ように3人で頑張ります！

リンダカラー∞

☆三浦半島から誕生！音楽と表現の
自由を守るコントラバスヒーロー！
日時

場所

11月27日（日）14：00〜15：00
浦賀ドックシアター

観覧自由

無料

プロのコントラバス奏者・地代所悠がコントラバ
スヒーローに変 身して何をするのか？ヒントは10
月8日にYouTube配信を開始したドラマに。
「 プ ロミュー ジ シャン たち の 生 演 奏 を 交 え た
ショーは、幅広い年齢の皆さんに
お楽しみいただけるはずです」
ドラマ「コントラバ
スヒーロー」第一話
は コ チ ラ か らご 覧
になれます。

浦賀ドックを
語る講演会
（山本詔一氏）

11：00〜11：30

13:30〜15:00

スーツ＆
川間木遣り囃子保存会
ダーリンハニー吉川参戦！
※時間未定（12/4の場合あり）。
船＆鉄道の魅力って？
Webでご確認ください。
スペシャルトークライブ
要予約
tvk50th 感謝のカタチ
19:00〜20:00
LIVE×
MEGURU Project 2022

要予約

※出演アーティスト、
時間等は後日発表！

10：30〜／12：00〜／13：30〜／15:00〜
9：00〜11：30 ※11月23日（水・祝）を除く

要予約

09：30〜／10：00〜／13：00〜／13:30〜
09：15〜／10：15〜／11：15〜／12：15〜／13：15〜／14：15〜
9:45〜／10:45〜／11:45〜／12:45〜／13:45〜／14:45〜／15:45〜
想定所要時間：約2時間（平日も開催）

※時間は変更になる場合があります。

観覧自由

BMX
フラットランドショー

18:00〜20:00

キッチンカービレッジ 11：00〜20：00（LO 19:00） URAGAマルシェ 11：00〜原則16：00
☆オッパショ石＆リンダカラー∞ お笑いライブ

浦賀中学校ダンス部

①11:00〜11:20
②14:00〜14:20

黒船来航！ アマチュア
お笑いコンテスト
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12月11日（日）

BMX体験会

10:00〜15:30

12:00〜16:00

URAGA
Hula Theater

14:00〜15:00

17:00〜／18:00〜

12月10日（土）

10:00〜11:00

9:30〜12:30

Schedul

※時間は変更になる場合があります。

☆地元出身BMXライダー・大和晴彦選手が主演！
矢城潤一監督作品「はじまりの場所」公開
〝浦賀発〟のショートムービーが完成！ お わ
自転車競技BMXの強化選手でもある大和晴彦(20)
さん、そしてミュージカル俳優を目指して音楽大学に通
う石上美来(20)さん、2人の横須賀出身者がW主演＆
映画初挑戦！その他の出演者もオーディションに応募
した地元出身の学生たちが演じています。
監 督、脚 本 は 横 須 賀を 舞 台にした 映 画『スカブ ロ』
や ぎ

(2017)を監督した、横須賀在住の矢城潤一氏。主題歌
には３年前に横 須 賀とユニバーサルミュージックとの
コラボで実現した新人アーティスト発掘プロジェクトで
優勝したMIYAさんが担当と〝横須賀愛〟にあふれた作
品になりました！
映画の舞台は、叶神社、千代ヶ崎砲台跡、浦賀の渡し、
旧浦賀 造 船所跡など、全 編浦賀で撮 影。歴 史が 始まっ
た浦賀を舞台に男女の出会いをファンタジックに描き
だします。

と
ちょっ

Check
足を伸ばして
浦賀の秘密をチェックしよう！

足元をチェック！

●YouTube
「TRYANGLE TV」
で公開中！

▶MAP D-3

浦 賀の 街に1カ所ある
レアなマンホールのふた。
浦賀奉行所開設300周年
記 念 で 作られました。
ぜひ、見つけてください！

お墓をチェック！

▶MAP C-2

造船の街として繁栄する
以前は商業でにぎわってい
ほしか

ました。その中心に干鰯問
屋 の 大 富 豪 が いたという
じょうせいじ

証が乗誓寺にあります。
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浦賀レンガドック会場図

会場の配置等は変更になる場合があります。

クルーズやイベントの一覧は
P.8〜9をご覧ください。

浦賀ドックシアターを

MEGURU

黒船来航！
アマチュアお笑いコンテスト

Ivents

−ドック内のイベント―
観覧自由

日本遺産エリアのレア航路がコラボ！
第1回ご当地クルーズサミット

無料

●実施日：12月4日(日)
●時間：12：00〜13：00
●場所：浦賀ドックシアター

●実施日：12月3日（土） ●時間：13：30〜14：30
●場所：浦賀ドックシアター

海上自衛隊音楽隊演奏会

無料

URAGAの夜に浮かび上がる巨大ドック！
レンガドック×三浦学苑高等学校ライトアップ

観覧自由

無料

今年の七夕の日、東京芝・増上寺で行われ話題を呼んだ「増上寺七夕まつり 和紙キャンドルナイト 2022」。こ
れを行った三浦学苑高等学校のチームが、浦賀レンガドックのライトアップにチャレンジ。高校生たちがデザイン
し、ひとつひとつ並べた光のアートが、ドックをほのかに照らします。

●実施日：11月13日（日）
・11月20日（日） ●時間：18：00〜20：00
●場所：浦賀レンガドック内

幻の映画が復刻！
「八十八年目の太陽」特別上映＆解説トーク

観覧自由

浦賀の町、ドックでロケを行った1941年制作の国策映画「八十八年目
の太陽」
（ 東宝）。発見された〝幻のフィルム〟をデジタル修復し、1回限り
の特別上映を行ます。郷土史家・山本詔一氏の解説トークもあります！

●実施日：12月4日(日)
●時間：18：00〜20：00
●場所：浦賀ドックシアター

無料

「努力すること」
「 感 謝 すること」
「 相 手 の 身になって考えること」を
モットーに活動する地元・横須賀学院中学・高等学校吹奏楽部。今年夏
の吹奏楽コンクール（高等学校B部門）では県大会を突破し、東関東大
会にて銀賞を受賞。実力派吹奏楽部の演奏をお聴き逃しなく！
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無料

海上自衛隊横須賀基地の音楽隊による演奏会を開催。全国でファンの多いコンサートをドック内で実施します！

●実施日：12月4日(日) ●時間：13：30〜14：30
●場所：浦賀ドックシアター

●実施日：11月23日（水祝） ●時間：10：00〜10：30
●場所：浦賀ドックシアター

観覧自由

●実施日：11月23日（水祝） ●時間：12：15〜13：00
●場所：浦賀ドックシアター

横 須 賀で18年続く三 浦半島出身芸人が集まったお笑いライブが浦
賀ドックシアターに初登場。まとばゆう、ハッピー遠 藤、加藤パーチク、
ノブとカカズ、才漫倶楽部、ミルクティー梅田、横浜ヨコハマ 他、地元ネ
タ満載の漫才、コント、歌ネタ、モノマネのネタパレードです！

観覧自由
実力派吹奏楽部が登場！
横須賀学院中学・高等学校吹奏楽部演奏会

無料

横須賀の「YOKOSUK A軍港めぐり」に加え、舞鶴、呉、佐世保にも個
性的なクルーズがあります。日本遺産にも指定されている4つのエリア
にある〝ご当地クルーズ〟の代表が浦賀に集合！これからの地域クルー
ズや日本遺産とのコラボなどについて語り合います。

横須賀に〝M-1甲子園〟が登場！「3分以内」のネタが人生を変える･･･
かも!? 世紀のワンチャンで横 須賀ドリームが生まれるのか！注目のコ
ンテストです。

観覧自由
18年目の浦賀初登場！
横須賀お笑いライブ 0468スタイル

観覧自由

無料

浦賀コラム
浦賀商友会
「浦賀で 生まれ育った私が地 域の賑わいの
ために何ができるかを考えて会長を引き受け
ました。このイベントも地元商店会が一緒に盛
り上げられたらと思っています！」
（吉岡会長）

浦賀商友会／「三浦屋」
（MAP B-3）
3代目時代（大正〜昭和初期）の火
消し衣装

▷「プレミアム商品券」
（枚数に限りがあります）
（2000円で2500円分の買い物ができる）を会場内
テントで販売。令和5年1月31日まで使用可能。
▷街中の協力店マップは会場で配布。オリジナル缶
バッジをもらえる店もあり！

ファーマシーガーデン浦賀

会長・吉岡治樹さん
▶MAP F-2

一般公開されるようになった「千代ケ崎砲
台」に続く土地に柑橘類を植えた観光農園で
す。ロケ地としても人気で、映画「テルマエ・ロ
マエ」でも利用されました。東 京 湾要塞 研究
家・デビット佐藤さんも「日本で最初に造られ
た海軍砲塔砲台の遺構などが残された三浦
半島 最後の秘境です」と注目。レモン狩りを
しながら園内を散策できます。
▷レモン狩りは予約制（詳細はHPで）。このガイド
ブックを持参すると10％増量に！！（通常は5㎏／
6000円／1グループ4人まで）

管理者・武藤明さん
デビット佐藤さん
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★販売する店舗は日によって異なります。詳しい出店スケジュールは
「MEGURU Project 2022特設サイト」でご確認ください。

キッチンカービレッジ／URAGAマルシェ

各地から個性的なキッチンカーが集合！
お土産が買えるマルシェも登場
カフェ系、イタリアン、ハワイアンなどバラエティー豊かなキッチンカーが集合。
昼はファミリーでも楽しめる多彩なメニューを、そして夕方からは大人のための
アルコールも提 供。地元の食料品やお土産、浦賀ならではの品が選べるマルシェ
も併設！寒い日にもホッとできる飲食＆お買い物スペースです。

シェ
ル
マ

&
SEVEN SEAS

●キッチンカー：11：00〜20：00（LO 19:00)
●マルシェ：11：00〜原則16：00

生 地もトマトソースも完 全自家
製で、素材の栽培から調理まで、
すべて手間暇かけて丁寧に作ら
れたピッツァです。

冨貴包子楼

POMMES PROST

(中華・点心)

(ポテト専門店)

横 浜 中 華 街にある点心 専 門 店
がキッチンカーで 登 場！シュウ
マイや肉まんなど、本 場の味を
楽しんでください。

(ワッフル)

香港で大人気のスイーツがキッ
チンカーで 登 場。ここでしか食
べれないバブルワッフルを是非
ご賞味ください。

ハワイアンフード
トラックH&H
(ハワイアン料理)

ハワイの伝統料理、家庭料理専
門店です。ロコに人気のハワイ
料理をご提供します！

Kitchen umauma
(軽食)

パリカール

(クレープ専門店)
クレープ生 地には丁寧に育てら
れた湘南藤沢小麦粉、金子養鶏
場の卵を使用。モチモチ食感を
お楽しみください。

カフェ・ソンリッサ
(クレープ専門店)

フライドポテトやソフトドリンク 店 名「ソンリッサ」はスペイン 語で
などの軽食が楽しめるキッチン 「微笑み」。クレープを食べて微笑ん
カーです。
でいただきたいという思いを込めて
お店の名前にしました。
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(ソイミート料理)

岩沢ポートリー
(卵)

地元横須賀の産み立て卵と、食
べ歩き串、厚焼き玉子を販売し
ます。

ンカ
チ
ッ

たこ焼きてっちゃん
(たこ焼き)

「一球入魂」のたこ焼きをぜひご
賞味ください。

クラレポキッチン
(欧風カレー専門店)

湘南・藤 沢で営んでいたクラレ
ポ カレ ー が キッチン カ ーで 登
場。3日間丁寧に煮込んだ欧風カ
レーをご堪能ください。

衣 笠から参加。トロトロのスープ
は濃 厚ながら風 味ものど 越しも
優しい一品。最後のひとしずくま
でじっくり味わってください。

浦賀商友会
地 元 浦 賀の 事 業 者によるお 弁
当、カレー、お団子、飲み物など
を販売します。

長谷川農園
(三浦野菜)

三 浦 で 収 穫した 新 鮮 な 野 菜 を
販売します。

(ラーメン)
野比にある貝と牛骨を使った滋
味 深 い 味 のスープ が 魅 力 的 な
ラーメンです。

中島三郎助と遊ぶ会
浦 賀奉 行所 の 模 型の展 示 や 浦
賀土産の販売をします！夜はア
ルコールの提供も！

和菓子 幸和
(和菓子)

久里浜にある和菓子店です。自
慢の自家製あんこで季節の果物
や素材を生かした和菓子を販売
します。

湘南ゴールドエナジー
(エナジードリンク)

小田原市で開発された、幻の柑
橘と呼ばれる「湘南ゴールド」を
使用したご当地エナジードリン
クで黄金の体験を！

StreamTrail ByTENZYU GURUGURU
(アウトドアバッグ)

ア ウトド ア ブ ラ ンド で あ る
「Stream Trail」のバッグや小物
を販売します。

(アクセサリー)
オリジナルアクセサリーと雑貨
を販売します。

ー

880kitchen

MON REVE

(ラーメン)

三崎港から水揚げされたマグロ
をふんだんに使ったトロちまき
を販売します。

本 場ベルギーのポテトフライ。 「からだに優しい」をコンセプト
TV番 組『ヒルナンデス』をはじ
に高タンパク低カロリーな大豆
め、数多くのメディアに取り上げ
ミートをアレンジしてご提供！
られた人気店です。

キ

(新窯ピザ)

牛テールラーメン店たけめん SUNGO

(トロちまき)

○日によって営業時間が異なる場合があります。詳細は「MEGURU Project 2022特設サイト」をご確認ください。

コルクオーレ

Foods

ビストロトニー

(ケバブ・中東料理)
日本 料理にはない 味！ スパイ
シーでジューシーな本格ケバブ
を気軽に楽しめるお店です。

アジアン・
ゴーヤング・リダ
(アジアン料理)

インドネシアの伝統料理をお楽
しみいただけます。

KITCHEN CAR NATSUO
(洋食)

横 須 賀にある居酒 屋「ぐう」が
キッチンカーで 登 場。三 崎マグ
ロ を 使 用 した キッ チン カ ーメ
ニューをご賞味ください。

CREPE CAFÉ マシマロ
(クレープ)

北海道産バターを使ったクレー
プです。
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浦賀の町を陸から、海から、空から、MEGURU
海＆陸の豪華リレーが実現！
鉄道×船 スペシャルコラボツアー

−ドック内以外のイベント―

要事前予約

京急の特別列車（Le Ciel）、東海汽船（竹芝〜久里浜）、東京湾フェ
リー（久里浜〜金谷）、トライアングル（浦賀〜久里浜）の船を組み合わ
せた特別なコラボツアーが実現！11月13日（日）は「しらはま丸」が約
20年ぶりに浦賀港 へ！そして12月10日（土）には旅行系YouTuber
「スーツ」さんとダーリンハニー吉川さん出演のスペシャルトークイベン
トも同時開催。陸＆海の乗り物を満喫できる激レアなツアー!
●実施日：
（1回目）11月13日（日）
（2回目）12月10日（土）
○1回目のご予約は締め切りました。○ツアー詳細、ご予約は「MEGURU
Project 2022特設サイト」をご覧ください。

会場のみで
観光スポットへの立ち寄りもＯＫ！
オープントップバス＆観光バス「お帰り便」 当日受付

会 場からの帰りの足として、JR横 須 賀 駅（ティボディエ邸裏）までの
バスを運行。昼間の便は市内の観光スポット2カ所に停車します。
●時刻（浦賀ドック会場発）
：①10：30 ②12：45 ③14：20 ④15：55 ⑤17：00
⑥18：40 ⑦20：10 ●料金：大人（中学生以上）1,000円、小学生500円、未就学
児無料●予定ルート：会場→横須賀美術館→横須賀中央駅→横須賀ポートマー
ケット→JR横須賀駅（ティボディエ邸裏）○夜間便では観光スポットへの停車は
ありません。○土曜日は観光バス、日曜日はオープントップバスで運行（変更とな
る場合があります）。○浦賀ドック〜JR横須賀駅への所要時間は約53分（下車し
ない場合）
。
○時刻が変更になる場合があります。

ガイドの解説で港＆街を海からウォッチ！
浦賀港周遊歴史満喫クルーズ

事前予約
当日受付

浦賀港から燈明堂を眺めながら、ペリー艦隊（黒船）がアンカリングし
た沖合のポイントなどをめぐるプチクルーズ。船内ガイドが歴史や見ど
ころなどを楽しく解説します。
●時間（所要時間約30分）
：①10：30〜 ②12：00〜 ③13：30〜 ④15：00〜
●料金：事前予約 大人700円（600円）、小学生350円（300円）、幼児150円（100円）
（ ）内は市民割 ※1 当日 大人800円、小学生400円、幼児200円 ※4
○0歳児は無料。

レンガドックを上から見学
浦賀に熱気球がやってくる！

要事前予約

日本人の手によって初めて気球を浮揚させたのが横須賀という説に
ちなみ、固定式の熱気球に搭乗体験できるイベントを開催！レンガドッ
クや浦賀港などを上空から眺める貴重な機会です。※2

●時間（所要時間約6分）
：期間中9：00〜11：30（搭乗）まで約30分間隔
●料金：大人2,500円（2,000円）、小学生2,000円（1,500円）、幼児1,500円
（1,000円）（ ）内は市民割 ※1
※熱気球の事前料金と当日料金は同額。強風等の気象条件により、直前で搭
乗が中止になる場合があります。その場合は払い戻しいたします。

歴史ある路地裏には発見がいっぱい！
浦賀街あるきツアー

要事前予約

浦賀ドックを出発し、新船「キャプテンペリー号」を使って東西の浦賀
の街をめぐるガイドツアー。情緒あふれる街角を歩き、地元の人ならで
はの視点を入れて〝街角での発見〟を楽しめます。

●時間（所要時間約135分）
：①09：30〜 ②10：00〜 ③13：00〜 ④13:30〜
●料金：事前予約 大 人1,100円（1,000円）、小学生750円（700円）、幼児300円
（200円）（ ）内は市民割 ※1 ※3 当日 大人1,200円、小学生800円、幼児400円
○０歳児は無料。幼児・0歳児はガイド機の貸出はありません。
○市民割料金は当日、事前ともに同額です。※1

＜注意＞ ※各プログラムは荒天時は中止となります。実施状況はWebサイト等をご確認ください。 ※特別に記載していないプログラムはイベント期間中の土日祝日に毎日実
※2 11月23日
（水・祝）は実施しません。 ※3 席に空きがある場合に限り、当日受付も実施します。 ※4 市民割料金は当日、事前ともに同額です。 ※5 事前料金
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Ivents
QuizKnockにチャレンジ！
浦賀謎解き街あるき

当日受付

東大クイズ王「伊沢拓司」が率いる知識集団「QuizKnock」が謎解き
プログラムを制作！〝浦賀の渡し〟ワンデイパス付きのキットを使って、
浦賀の街を自由に歩きながら謎解きに挑戦。

●想定所要時間：約2時間
●料金：1,000円（税込） ○「浦賀の渡し」ワンデイパス（600円）つき
●発売場所：イベント会場または「浦賀の渡し」船内

※浦賀の渡しの営業時間は7：00〜17：00。イベント終了後も「謎解き街あるき」キット
は2023年2月11日まで販売。キットは数に限りあり。売り切れ次第終了となります。

往復送迎バス付きでラクラク！
千代ケ崎砲台見学ツアー

要事前予約

一般公開から1年しか経っていない貴重な史跡・千代ケ崎砲台をガイ
ドの案内で探索する人 気のツアー。浦賀ドックから送 迎バスに乗車し、
砲台までの急坂を歩くことなく現地を見学できます。
●時間（所要時間約90分）
：①09：15〜 ②10：15〜 ③11：15〜 ④12：15〜
⑤13：15〜 ⑥14：15〜 ●料金：事前予約 大人900円（800円）、小学生540
円（500円）、幼児250円（200円） （ ）内は市民 割 ※1 ※3 当日 大 人
1,000円、小学生600円、幼児300円 ○０歳児は無料。幼児・0歳児はガイド
機の貸出はありません。○市民割料金は当日、事前ともに同額です。※1

レンガドックのヒミツをガイドと探る！
浦賀ドック見学ツアー

事前予約
当日受付

浦賀ドックの成り立ちや、どう使われていたか？などをガイドの案内
でじっくりと見るツアー。

● 時間（所要時間約30分）
：①9:45〜 ②10:45〜 ③11:45〜 ④12:45〜
⑤13:45〜 ⑥14:45〜 ⑦15:45〜
●料金：事前予約 大人500円（400円）、小学生250円（200円）
当日 大人600円、小学生300円 （ ）内は市民割 ※1 ※4
○幼児・0歳児はガイド機の貸与はありません。

夜の異空間を探検！
浦賀ドックナイトツアー

要事前予約

浦賀ドック内外の見どころをめぐるガイドツアーの夜版。懐中電灯を
照らしながらドックの下を見学するのはまさに探検気分！

●実施日：11/12（土）
・11/26（土）
・11/27（日）
・12/3（土）●時間：17：00〜 /
18：00〜（各約45分間）●料金：1,200円（1,000円）（ ）内は市民割 ※1 ※5
○事前受付は当日16：30まで。○11/12（土）のみ当日受付も実施。○Webサ
イトでの事前予約は「MEGURU Project 2022特設サイト」をご覧ください。
※ガイド料金、保険、懐中電灯レンタル代を含む。また参加は中学生以上限定。
（中学生は保護者の同伴が必要）。

次世代が浦賀の街の昔と未来を考える！
模型で江戸の浦賀を再現＆ LEGO®公開ワークショップ

観覧自由

初回は浦賀文化センターに眠る「幕末の西浦賀」の街並み模型を組み立
てて再現。2回目はLEGO®ブロックを用い、さまざまな想像力を働かせな
がら若者たちが浦賀の街の未来を考える公開ワークショップです。

●実施日：①11月20日（日）9：30〜12：30「昔の浦賀」を知るワークショップ（コー
ディネーター：池井将氏） ②12月3日（土）9：30〜12：30 LEGO®ブロックで
「未来の浦賀」を考えるワークショップ（コーディネーター：中林悠氏）
●場所：レンガドック活用センター
○ワークショップ参加受付は締め切りました。見学は自由です。

施しています。 ※1 「市民割」は横須賀市在住者のみとなります。当日、受付で住所の分かる身分証明書等をご提示いただいた場合に割引となります（人数分必要です）。
と当日料金は同額です。
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がら新たな事業展開を始めて

業種との連携や協働を図りな

製品の販売だけではなく︑他

ガソリンをはじめとする石油

湘南菱油︒近年は従来からの

ガソリンスタンドを展開する

店舗の

横須賀を拠点として湘南・

ドの一つにな

こともトレン

近隣を旅する

ものです︒これからの時代は

かった素敵なお店は多数ある

﹁近くに住んでいても知らな

取り組みも行っている︒

きチケットを配布するなどの

した方に地域の飲食店の割引

開放︒さらにガソリンを給油

取り組んでいる︒

じての地域貢献にも積極的に

ードするなど︑スポーツを通

ナショナル FC﹂をスポンサ

ッカーチーム﹁鎌倉インター

さんの出身地である鎌倉のサ

ズの二軍や︑社長である大庭

くようなコラボを次々と企画

設置などするなど︑あっと驚

タンドをガソリンスタンドに

の提携や︑話題のドーナツス

ネルギー〟なのです﹂

を盛り上げる〝情熱の源＝エ

湘南菱油
「2035年より、ガソリン車の新車販売禁止」。
そんな危機に面した企業は、地域との連携を選んだ。
☎

046-836-3406

URL https://shonan-ryoyu.co.jp
shounan̲ryouyu

湘南菱油 営業本部長

大場雅史さん

2002年入社。ガソリンスタンドで4年間接客に従事した後、店
長を経て本社の管理部門に抜擢。スタンドを統括する次長として
エネオスの全国キャンペーンで県内1位を達成。思考スピードが
速く、物事を的確に判断できる強みを生かし、将来の会社の可能
性を探りつつ、次世代の役職者の育成と人材の開発にも尽力

今後は近隣のキャンプ場と

いるという︒その試みの一つ

る で し ょ う︒

私たちが望むエネルギーとは
「人の心を動かす力」

横浜エリアを中心に

が﹁湘南国際村にエールを送

中だとか︒
〝出掛けたついでに

だ か ら こ そ︑

立ち寄るスタンドから︑目指

の農家の協力のもと︑新鮮な

﹁スポーツを観て地元の贔屓

ろうプロジェクト﹂で︑三浦

だった地域と

〝灯台下暗し〟

のアライアン

野菜を一袋に詰め合わせ︑
﹁お

スを進めるこ

野菜定期便﹂としてガソリン

スタンドで販売︒その売り上

を図ることに

とで︑活性化

注力していま

げをすべて湘南国際村センタ

療従事者に届け︑彼らを支援

す﹂と大場雅

ーで療養中のコロナ患者や医

するためのお弁当づくりや資

さらには毎

材の購入に充てている︒支援

体や企業︑生産者︑地域の人々

月定期的に行

史さんは語る︒

まで巻き込んで活動の輪を広

う ビ ー チ ク リ ー ン を は じ め︑

オフィスはより
開放的な
空間へ。

金を直接送るのではなく︑団

げることで︑経済効果が生ま

して出掛けたくなる

20

のチームが勝つとうれしいで

こうてんじょう

782年創建の「東耀稲荷」。格天井や欄間の
彫刻は見ごたえ十 分！。忘れずに棟の左右も
見上げてみてください。
▶MAP C-2

年ぶりに復活した逗子海岸

飾り瓦をチェック!
とうよう い なり

▶MAP D-2,C-3

約50年愛されている
80代夫婦二人の和菓子店
「みうらや」▶MAP B-3

れ多くの人が豊かになる仕組

Check

スタンドへ〟
︒それ

ここも

すし︑テンションが上がりま

大正時代創業の3代目は日本茶インストラク
ターの資格を持ち、全国の茶畑を訪ねて集めたお
じょう き せん
茶を販売。幕末に詠まれた狂歌にある「上喜撰」は、
数少ない茶師が高度な技術で茶壷で熟成させた
昔懐かしい味。マスターからはお茶の話と共に、
かつて映画館や金 魚 屋、駄 菓子屋、畳屋、呑み屋
横丁に多くの職工さんがいた当時の浦賀の話も
聞くことできます。／10時〜19時（喫茶は11時〜）、日曜、第1・3・5月曜定休

映画祭 2022 では︑地域の

天草100％の寒天で作るあんみつも人気！
日本茶専門店「茶井」▶MAP B-3

みだ︒

かつ かい しゅう

運 が 訪 れる!? 勝 海 舟が
願掛けしたといわれるパ
ワースポットもあります。

こそが︑これからの

2つの 神 社をめぐって
お守りを完成させると幸

すよね？ 私たちはガソリン

東西の叶神社を
チェック!

GS のニュースタン

Check

というエネルギーを販売して

ここも

ダードなのだ︒

1階の電気店が大家さんで「浦賀いなり」のマネジメントもしていま
す。印象に残るような浦賀の名物を考えた結果が「いなり」。出汁で炊
いたふっくらお揚げが印象的です。イベント中は会場内サテライト営
業のみ。／11時〜20時（木曜は14時まで）火曜定休

いますが︑本当に提供したい

▶MAP B-3

3

のはそうした地域の人々の心

おいなりさんで一杯！できる店「浦賀いなり」

人気飲食店が日替わりで出店

ホッピーに氷を入れないこだわりは先代の母
親からで、煮込みも2代続く名物。常連さんには
マイ箸と箸箱がキープされています。大きなコの
字型のカウンターでは会話が飛び交い、ドックが
にぎやかだった頃の話も聞くことができます。
／17時〜21時 日曜定休

ほかにもコロナ禍でイベン

▶MAP D-3

するメインレストランをサポ

東叶神社拝殿左側脇の階段から山頂に
登る中 腹に建 つ白い建 物。英 国 王 室 御 用
達 メーカ ー の 銅 製
ポットで 注ぐ紅 茶と
スコーンで異国情 緒
に浸れます。
／10時〜日没 不定休

ト自粛が続き︑行き場を失っ

ひがしかのう

常連にはマイ箸＆箸箱が！？
アットホームな居酒屋「さかえや」

ート︒加えて横須賀に拠点を

英国感漂うカフェはコンサバトリー（温室）
▶MAP D-2
「サロン アカンサス」

置く横浜 DeNA ベイスター

▶MAP A-3

おやつコッぺとおかずコッペが15〜16種類並ぶ。パン生地は無添 加
で、ボリューム満点！／10時〜（無くなり次第閉店）、火曜水曜定休

たキッチンカーや飲食店のた

10月オープンしたばかりの
コッペパンの店「こぺるにくす」

めにガソリンスタンドを無料

寄り道したい店

13

青森から上京し、横須賀中央の和菓子店で修
業したご主人は早朝5時
から 石 臼 で 餅 をつ き始
めるとか。夫婦二人三脚
で手作りした和菓子は、
とても優しい味です。
／6時〜18時 不定休

21

ちょっと

QuizKnock の謎解きでも大活躍！

足を伸ばして
前のページの「浦賀の街歩きマップ」にある見どころポイントを掲載。
足を伸ばして浦賀の新たな魅力を見つけてください!

江戸時代から続く！地域の足

浦賀にミカン - 長島茂さん

東西の浦賀の街を結ぶ「浦賀の渡し」
（MAP P18 C-2）。

祖父が始めたミカン畑は900坪。浦賀の町や港を見
下ろす山にあり、
「 造船所があった頃は大きなタンカー
が出て行く様子が畑から見られ、金属を叩く音が一日中
聞こえていた」と長島さん。ミカンは1月頃まで出荷（直
売もあり）。浦賀野菜直売所の朝市（平日朝9時〜、なく
なり次第終了）でも購入できます。

地元では〝ポンポン船〟の愛称で親しまれているこの船

は、実は今から300年ほど前、1725（享保10）年から運航
されているのです。

長島さん

直売所

直売所 MAP B-3

浦賀の観光案内所のようなカフェ
‒ Cool Clan URAGA ‒

浦賀には小林一茶ら文化人も
足を運んだ

だ中でした。当時、船には船頭さんが2人乗っていて、地元・浦賀の人々などが協
力してお金を出し合い運営していたようです。

浦賀湾をグルっと回って対岸へ行けば徒歩15分以上かかるところを、この渡

し船に乗ればたったの3分。この船は、当時から今に至るまで、地元の生活に欠
かせない〝足〟として活躍してきたのです。

渡し船が結ぶ〝歴史＆フシギ〟
あたご

慶本さんご夫婦

現在の船は1998（平成10）年に就航した「愛宕丸」。
東西の乗り場に行くと、看板のところに呼び出しブ
ザーがあるので、ぜひ鳴らしてみましょう。すると、対
岸からお迎えにやって来ます！
そして乗り込めば、水面に近いところから浦賀湾と
街並みを眺めることができ、たった3分のショートト
リップが楽しめます。
今では地元の通 勤通学客に加えて、浦賀をめぐる
観光客も多く乗船するポンポン船。街をあるくなら、
「ワンデイパス（600円）」がおススメ。東西の街をゆっ
くり楽しんで、もちろん船に乗り放題です。
今 回 の イベ ントで ぜ ひ チャレンジしたい の が、
東 大 クイズ 王「 伊 沢 拓司 」さんが 率 い る 知 識 集 団
浦賀の渡しの
「Q u izK n o c k」が 制 作した【浦 賀 謎 解き街あるき】
詳細はこちら
（1,000円、2023年2月11日まで船内で販売）。ワンデ
イパスがついているので、街のあちこちに隠されてい
る謎を解きながらポンポン船の旅も楽しめます。
浦 賀レンガドックから歩いて5分ほど で 西の 乗り
場。歴史とフシギがあふれる街に、渡し船で出かけて
https://ponponsen.jp/
みませんか？

お土産「御城印」

▶MAP A-3

小林一茶が初恋の人（らしい）を慕って訪れたという「専
とううん

福寺」では、高村光太郎の父・高村東雲作の阿弥陀三尊像
てっかん

あたごや ま

が拝観できます。
「愛宕山公園」には与謝野鉄幹・晶子の歌

碑が、
「顕正寺」には直木賞作家・山口瞳らの墓もあります。
ぼくすい

横須賀・長沢に住んでいた若山牧水は、郵便為替を現金に
するため浦賀の郵便局まで来るたびに、浦賀の酒屋で洋酒
のポケット瓶を買って帰ったという逸話も。

小林一茶の句碑

専福寺 MAP C-2

与謝野夫婦の歌碑

愛宕山公園 MAP D-3

浦賀の歴史に欠かせない
浦賀奉行所与力「中島三郎助」
さぶろうのすけ

ペリー艦隊来航時に黒船に乗り、米国側と最初の交渉
をした一人。日本初の洋式軍艦・鳳凰丸の建造や咸臨丸
の修復にも関わり、桂小五郎は彼を造船の師と仰いだそ
うです。戊辰戦争で倒れ、
「東林寺」にひっそりと墓があり
ます。明治24年、彼を偲ぶ人々が「愛宕山公園」に招魂碑
（篆額は榎本武揚）を建てて造船所建設が提案され、浦賀
は造船の街へと変貌していきます。

きょほう

この時の将軍は8代・徳川吉宗。教科書にも載っている「享保の改革」の真った

ミカン畑 MAP B-4

駅に近い立地を生かし、浦賀の観光に役立てるような
店づくりを心がけているカフェ。
「なるべく地元の食材を
使い、手作りでボリュームのあるメニューが自慢です」と
オーナーの慶本夫妻。絵葉書や御城印などお土産もいろ
いろあります。／11時〜21時 水曜定休

〝ポンポン船〟で便利＆レトロな
＜3 分 ＞ショートトリップ

禁無断転載

特別協賛
協
中島家の墓

東林寺 MAP C-2

篆額・榎本武揚

愛宕山公園 MAP D-3

力
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