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歩くたびにおもしろい─。
そんな街が、ここにもあります。
歩くたびにおもしろい─。
そんな街が、ここにもあります。
数えきれないくらいの歴史をはぐくんできた街、浦賀。江戸の商人、

船乗りたち、幕末の志士、マシュー・ペリー、造船マン、そしてこの

場所の日常の主役になってきた街の人々─。たくさんの時間を

つくってきた浦賀は、いまでも力強く動き続けています。そんな街

の躍動を見て、感じて、楽しむ11日間。今年も、浦賀の街ではみな

さんの〝発見〟を楽しみに待っています。
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※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施しています。　※各コンテンツには定員があります。定員に達し次第、締め切りとさせて
いただきます。　※1　11/12（土）は②の回から実施となります。　※2　「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）。　※3　席に空きがある場合に
限り、当日受付も実施します。　※4　浦賀の渡しの営業時間は7：00～17：00です。イベント終了後も「浦賀謎解き街あるき」
キットは2023年2月11日まで販売します。キットは数に限りがあります。売り切れ次第終了となります。　※5　11/12（土）のみ
10：30～13：30となります。また11/23（水祝）は実施しません。　※6　熱気球の事前料金と当日料金は同額です。　※7　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。　※8　道路や気象状況等
により、変更になる場合があります。　※9　ガイド料金、保険、懐中電灯レンタル代を含みます。また参加は中学生以上限定です
（中学生は保護者の同伴が必要です）。　

Yokosuka MEGURU Project実行委員会

横須賀市観光課  046-822-9577（平日8：30～17：00）お問い合わせ

ACCESS

MEGURU Project 2022
オフィシャルサイト

MEGURU Project 2022
特設サイト

ご注意

※駐車場には台数に限りがあります。ご来場の際
はなるべく公共交通機関をご利用ください。

食べる・買う食べる・買う その他の催しその他の催し

株式会社トライアングル  046-825-7144（9：00～17：00）

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

・京急線横浜駅から浦賀駅まで約36分
 （途中堀ノ内駅で乗換あり）

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されます。さらに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。

アーバンスポーツ界の黒船来航！
BMX LIVE SHOW! with JFBF
アーバンスポーツ界の黒船“BMX”のアクロバティックなショーや体験会
を実施します。見たことのない迫力にアナタもBMXの虜に！？ぜひこの機
会にBMXを体感してください！ 

現存する日本最古の
レンガドックに映す
プロジェクションマッピング
URAGA NIGHT ART with HISTORY 
浦賀が誇る産業遺産と
光のアートによる競演

●実施日：MEGURU Project 2022開催日
●時間：11：00～20：00
○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。

詳細・ご予約等はこちら
他にも楽しいイベントがたくさん！

至横須賀中央

京急線
浦賀駅

至鴨居

至馬堀海岸

浦賀レンガ
ドック会場

約10分
徒歩

至久里浜

ツアーやエンタメの間に楽しめる
グルメ＆お買い物！

●京急線浦賀駅から徒歩約10分

●実施日： 

●時間：ショー 11:00・14:00（各回20分）
体験会 10:00～15:30 ※当日参加可能

●場所：会場内特設会場
※天候によりスケジュールの変更あり

https://meguru-project.com/

横須賀ポータルマガジン
https://yokosuka-portal.jp/

https://uraga-meguru.jp/

・京急線品川駅から浦賀駅まで約54分
 （途中堀ノ内駅で乗換あり）

●実施日：11月19日（土）
●時間：17：00～20：00
　※１回あたり10分程度、数回上映
○お申込はこちら
　https://www.wakuwaku-yokosuka.jp/

※写真はイメージです。

11月19日（土）
BMXフリースタイル・パークショー 
体験会（午後はパンプトラックあり）
12月10日（土）　
BMXフラットランドショー 体験会

旅行系・交通系
YouTuber
旅行系・交通系
YouTuber

「スーツ」さんが
アンバサダー就任！
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乗る・体験する乗る・体験する

見る・知る・学ぶ見る・知る・学ぶ

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
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～ ※1

●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 ※2　当日　大人800円、小学生
400円、幼児200円　○0歳児は無料です。

浦賀の港から激レアなプチクルーズ！
各地を結ぶ実証運航
浦賀から猿島、八景島、三崎、そして房総半島
へ！かつてさまざまな航路があった浦賀の港と
各地を結ぶ激レアな海のルートが登場します。
イベント期間中だけのスペシャルなクルーズを
お楽しみください！
○ルート、実施日、料金、ご予約等は決まり次第
「MEGURU Project 2022特設サイト」で
お知らせいたします。

当日受付

ついに地元に凱旋！
「オッパショ石」&「リンダカラー∞」お笑いライブ
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組が、地元で凱旋ライブに登場！今年のM-1グランプリ予選を上
位で突破した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〟
の貴重なレンガドックライブ！
●実施日：11月20日(日)
●時間：14：00～15：00

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
歴史的に貴重な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めぐる人気の
ツアー。ドックの周りをじっくりと見るコースです！
●時間（所要時間約30分）：①9:45～ ②10:45～ 
③11:45～ ④12:45～ ⑤13:45～ ⑥14:45～ 
⑦15:45～ ※1

●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 ※2

○幼児・0歳児はガイド機の貸与はありません。

黒船来航！
アマチュアお笑いコンテスト
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。
●実施日：12月4日(日)　
●時間：12：00～13：00

当日受付

当日受付
会場のみで

レンガドックを上から見学
浦賀に熱気球がやってくる！
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。 
※7●時間（所要時間約6分）：期間中 9：00～11：30
（搭乗）の間、約30分間隔 ※5 ※7
●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 ※2 ※3 ※6

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」

●時刻（浦賀ドック会場発）：①10：30 ②12：45 ③14：20 
④15：55 ⑤17：00 ⑥18：40 ⑦20：10 ※8 ●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します（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
分です（下車しない場合）。

要事前予約

事前予約

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

●時間（所要時間約135分）：①09：30～ ②10：00～ 
③13：00～ ④13:30～ ※1 ●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 ※2 ※3
当日 大人1,200円、小学生800円、幼児400円
○０歳児は無料です。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。 ※2

要事前予約 QuizKnockにチャレンジ！
浦賀謎解き街あるき

●想定所要時間：約2時間
●料金：1,000円（税込）
○「浦賀の渡し」1日フリーパス（600円）つき
○発売場所：イベント会場または「浦賀の渡し」船内 
※4

往復送迎バス付きでラクラク！
千代ケ崎砲台見学ツアー

●時間（所要時間約90分）：①09：15～ ②10：15～ 
③11：15～ ④12：15～ ⑤13：15～ ⑥14：15～ ※1

●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 ※2 ※3
　当日 大人1,000円、小学生600円、幼児300円
○０歳児は無料です。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。 ※2

要事前予約 要事前予約

海＆陸の豪華リレーが実現！
鉄道×船 4社スペシャルコラボツアー
京急の特別列車（Le Ciel）、東海汽船の
ジェットフォイル船（竹芝～久里浜）、東京湾
フェリー（久里浜～金谷）、トライアングルの船
（浦賀～久里浜）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）には交通系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
トークイベントも開催。陸＆海の乗り物を満喫
できる激レアなツアーです！
●実施日：（1回目）11月13日（日）
　　　　  （2回目）12月10日（土）
○1回目と2回目はそれぞれ別の行程で、イベ
ント内容や料金も異なります。○2回のツアー
を両方お申し込むことも可能です。○ツアー詳
細、ご予約は「MEGURU Project 2022
特設サイト」をご覧ください。

要事前予約

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
地元・横須賀出身のピアノデュオ「レ・フレール」の20周年ライブを実施。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です！
●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 ※3
●チケット発売：11月5日（土）
○ご予約の詳細は「MEGURU Project 2022特設サイト」で
　順次お知らせします。

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）　（　）内は市民割 ※2 ※9
○事前受付は当日16：30までとなります。 ○11/12
（土）のみ当日受付も実施します。 ○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。

次世代が浦賀の街を昔と未来を考える！
模型で江戸の浦賀を再現＆LEGO®公開ワークショップ
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：浦賀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。当日の見学は自由です。

観覧自由
無料

観覧自由
無料

浦賀ドックシアター浦賀ドックシアター

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！
クラシック×ヒーロー！？ 三浦半島に誕生した新世代型の
ご当地ヒーローが浦賀へやって来る！ ゲスト奏者として登
場するヴィランたちに、コントラバスヒーローはどう立ち向
かっていくのか！？ヒーロー登場のストーリーとクラシック
ライブが合体した、まったく新しいエンタメショーです！
●実施日：11月27日（日）
●時間：14：00～15：00

観覧自由
無料

観覧自由
無料

観覧自由
無料

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
「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・高等学校吹奏楽部がドックシアター
に登場。今年度は夏の吹奏楽コンクール（高等学
校B部門）で県大会を突破し、東関東大会にて銀
賞を受賞した実力を持つ吹奏楽部です！
●実施日：11月23日（水祝） 　
●時間：10：00～10：30

海上自衛隊音楽隊演奏会
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：11月23日(水祝)　
●時間：12：15～13：00

観覧自由
無料

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
横須賀の「YOKOSUKA軍港めぐり」に加えて、
呉、舞鶴、佐世保にもそれぞれ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
ボなどについてトークします。
●実施日：12月3日（土）
●時間：13：30～14：30 

18年目の浦賀初登場！
横須賀お笑いライブ 0468スタイル
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！
●実施日：12月4日(日)　
●時間：13：30～14：30

観覧自由
無料

観覧自由
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
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します！高校生たちがデザインし、
1つひとつ並べた光のアートが、浦賀の街に浮かび上がります。
●実施日：11月13日（日）・11月20日（日）
●時間：18：00～20：00

観覧自由
無料

幻の映画が復刻！
「八十八年目の太陽」特別上映＆解説トーク
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）を特別上映！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。郷土史家・山本詔一氏の解説トークも！
●実施日：12月4日（日）
●時間：18：00～20：00

観覧自由
無料

夜の異空間を探検！
浦賀ドックナイトツアー

浦賀発着クルーズ＆陸×海の激レアなコラボも！

QuizKnockも登場！ 街の魅力が分かるとっておきツアー

浦賀ドック内部のステージで楽しめるエンタメ＆音楽！

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！

浦賀ドックから出発し、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で〝街角
での発見〟を楽しめます！

浦賀ドックから送迎バスに乗車し、千代ケ崎砲台をじっくりと探索する人気の
ツアー。砲台までの急坂を歩くことなく、ガイドの案内で貴重な文化財を見学
できます！

当日受付

事前予約

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〟1日フリー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ができます！


