記 念 艦「三 笠 」
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記念艦「三笠」は、当商店街より徒歩10分余りのところにあり、
商店街の長さとほぼ同じ長さになっています。
1902年、戦艦三笠はイギリスで建造された戦艦で、日露戦争で
は連合艦隊の旗艦として活躍し、ロシアのバルチック艦隊に勝利
しました。1961年に当時の姿に復元され、ドラマ「坂の上の雲」で
も当時の活躍ぶりが紹介され、多くの人々に親しまれております。
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ジュエリー クラシゲ
ドレスホーリック オーミヤ

☆専門店・日常品・携帯電話
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〒238 横須賀市小川町9番地 ☎046-827-4110
URL http://www.y-machizukuri.co.jp

みかさ歯科クリニック
ヘルシーヨガ よこすか
浜田歯科
横須賀洋裁学校
早稲田経理学院
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横須賀中央駅すぐ
バリアフリーのアーケード街
あらゆるジャンルの77店舗
FMブルー湘南スタジオもある
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