下関市民会 館
〒750-0025 下関市竹崎町4丁目5-1 TEL.083-231-6401 FAX.083-235-0800
E-mail info@scpf.jp
H P http://www.scpf.jp
■開 館／9：00～19：00 ■休館日／年末年始（12月29日～翌年1月3日）

曜

大ホール・イベント名

開演～終演

入場料

主催／お問い合わせ先

3/11

水

細川たかし 長山洋子
～ふたりのビッグショー～

18：00～20：00

PS席 6,800円
SS席 5,800円

株式会社夢グループ
03-5395-7503

3/16

月

夢スター歌謡祭 春組対秋組 歌合戦

18：00～20：30

PS席 8,500円
SS席 6,980円
（SS席のみ当日8,000円）

株式会社夢グループ
03-5395-7503

3/20

金

“三木妙子と50年間の弟子たち”記念演奏会

14：00～16：30

一般 2,000円／学生 1,000円

三木妙子門下生・ＯＢの会
（矢原）090-8717-0257

3/22

日

第41回 山口県立豊浦高等学校吹奏楽部
定期演奏会

14：00～16：00

前売 400円／当日 500円

山口県立豊浦高等学校
083-245-2161

3/26

木

第27回 下関地区高等学校演劇連盟
合同公演

18：00～19：20

無料

下関地区高等学校演劇連盟
（長府高校内）083-245-0108

3/28

土

第27回 山口県立長府高等学校吹奏楽部
定期演奏会

14：00～16：00

前売 400円／当日 500円

山口県立長府高等学校
083-245-0108

3/29

日

下関西高シンフォニックウィンズ
Spring Concert 2020

18：30～20：00

前売 400円／当日 500円

山口県立下関西高等学校
083-222-0892

月日

曜

中ホール・イベント名

開演～終演

入場料

主催／お問い合わせ先

3/1

日

歌謡教室ローザンヌ18周年記念祭

9：30～17：00

無料

歌謡教室・ローザンヌ
（小山）083-253-2263

3/8

日

新入生サポートセンター

10：00～18：00

関係者

下関市立大学生活協同組合 083-252-7272

3/10

火

第79回 懐かしの歌声喫茶

15：00～17：00

800円

下関市文化振興財団ボランティアの会
（中尾）083-258-1420

3/15

日

ピアノ発表会

15：00～16：30

無料

ともみピアノ教室（寺岡）083-231-1427

3/22

日

琴浦会音楽園発表会

13：00～19：30

無料

琴浦会音楽園（藤村）083-245-0200

3/29

日

第50回 三木妙子門下生発表会

14：00～16：30

無料

月日

曜

展示室・イベント名

開場～閉場

入場料

3/1

日

第43回 梅光学院大学卒業書作展

9：00～16：00

無料

3/13

金

3/14

土

3/15

日

3/16

月

月日

西陣美術織若冲動植綵絵展

10：00～17：00

無料

三木ヴァイオリン教室

083-245-2825

主催／お問い合わせ先
梅光学院大学

083-227-1020

西陣美術織全国巡回展実行委員会
072-808-2223

10：00～16：00

※イベント内容については予定ですので変更になる場合がございます。各イベントに関してのご質問は
「お問い合わせ先」へお願い致します。

下関市立近 代 先 人 顕 彰 館（ 愛 称：田 中 絹 代ぶんか館）
〒750-0008 山口県下関市田中町5番7号 TEL.083-250-7666 FAX.083-231-0469
E-mail info@kinuyo-bunka.jp
H P http：//www.kinuyo-bunka.jp
■開 館／9：30～17：00（入館は16：30まで）
■休館日／月曜日（祝祭日の場合は翌日）
・年末年始（12月28日～翌年1月4日まで）※その他、展示替えなどのために、臨時に休館をする場合があります。

１階／ふるさと文学館［観覧無料］
1/5（日）
～4/5（日）

泉鏡花文学賞受賞特別展「田中慎弥」

下関出身の芥川賞作家・田中慎弥。
この度『ひよこ太陽』
で第47回泉鏡花文学賞を受賞
しました。
これを受けて、田中慎弥氏の作品を振り返るとともに、
これまでに受賞した文
学賞を紹介します。

１階／ミニホール
3/1（日）

名画劇場『純情二重奏』

（1939年、監督：佐々木康、72分）

田中絹代ぶんか館開館10周年記念

上映…①10：00～ ②14：00～ 出演…高峰三枝子、
木暮実千代、
細川俊夫、
大山健二 ほか
定員…40名（先着順） 観覧…無料

自主制作映画『隣人のゆくえ―あの夏の歌声―』

◆登壇者 監督：柴口勲 女優：吉田玲
時間…14：00～上映終了後トークショー 定員…40名（要予約） 観覧…無料

3/12（木）

田中絹代ぶんか館開館10周年記念
春の宵こんさーと2020

◆演奏者 梅光学院中学校・高等学校音楽科（2年生）
開演…17：30～ 定員…40名（先着順） 入場無料

3/14（土）

田中絹代ぶんか館おもしろ塾「みんなで童謡を歌おう」

◆講師 塩田万希世 氏 開演…14：00～ 定員…40名 参加無料
小さなお子さんから大人まで、童謡をみんなで楽しく歌いましょう。

3/15（日）

田中絹代ぶんか館開館10周年記念
田中慎弥 講演会「生きづらい時代」の言葉と小説

◆講師 田中慎弥 氏（芥川賞作家）
時間…14：00～ 定員…40名（要予約） 観覧…無料

3/29（日）

田中絹代ぶんか館ミニコンサートvol.6

◆演奏者 ラ グリシーヌ
（ソプラノ：松藤佳子 伴奏：原田瞳）
開演…14：00～ 定員…40名（先着順） 入場無料
春のクラシック音楽を美しいソプラノのソロでお送りします。

3/8（日）

上映会＆トークショー

２階／田中絹代記念館［観覧有料］
3/3（火）
～6/7（日）

［個人］一般210（160）円／小･中学生100（80）円 ※（ ）は20名以上の団体割引。
その他半額になる場合があります。
（要証明書・手帳など）

春季所蔵品展「絹代と先帝祭」

昭和43年（1968年）4月24日、下関を故郷とする絹代と木暮実千代が、明治維新百年を
記念する
「先帝祭」に特別参加しました。記念品や、初公開のカラー写真等を展示します。

ドリームシップ（下関市生涯学習プラザ）

〒750-0016 下関市細江町3丁目1-1 TEL.083-231-1234 FAX.083-242-6234
E-mail info@s-dreamship.jp
HP http：//s-dreamship.jp
■開 館／9：00～22：00 ■休館日／年末年始
（12月29日～翌年1月3日）

月日

曜

3/7

土

3/8

日

3/11

大ホール・イベント名

開演～終演

入場料

主催／お問い合わせ先

園児の部 9：15～
小学生の部 13：30～

無料

社会福祉法人慈光保育園
083-231-2970

リトミックと共に50年 記念コンサート

14：00～

無料

下関リトミック音楽教室
（田辺）083-231-7912

水

沈黙の春 チャリティーコンサート

18：30～

1,000円
※小学生以下無料

沈黙の春実行委員会
（松村）090-4894-2141
（磯部）080-4553-2816

3/15

日

日本民謡絃栄会

10：30～

無料

日本民謡絃栄会（中島）083-252-2083

3/19

木

3/20

金

会員制

3/21

土

下関市民劇場
083-232-4065

令和元年度

慈光保育園発表会

三十二周年大会

下関市民劇場3月例会
エイコーン公演 「愛の讃歌 ～ピアフ～ 」

18：30～20：20
14：00～15：40

3/22

日

国際ソロプチミスト東下関 認証30周年記念
金澤翔子揮毫会＆金澤泰子講演会

3/26

木

第39回 山口県高等学校文化連盟
器楽・管弦楽スプリングコンサート

13：30～16：00

無料

山口県立下関南高等学校
（秋本）083-222-4039

3/28

土

早鞆高等学校吹奏楽部
下関ユースウインドオーケストラ 第1回 演奏会

14：00～16：00

無料

早鞆高等学校
（松井）083-231-0080

Chanter

XV

14：00～16：00

1,500円

国際ソロプチミスト東下関
080-1649-3833

3/29

日

未定

無料

（神野）090-1337-2747

月日

曜

小ホール・イベント名

開演～終演

入場料

主催／お問い合わせ先

3/1

日

下関ウインドアンサンブル
第80回 ピックアップコンサート

14：00～16：00

無料

下関ウインドアンサンブル事務局
（（株）西部水道機器製作所内・田代）
083-232-8114

3/8

日

ピアノステップ

未定

無料

（神野）090-1337-2747

3/13

金

3.13 全国重税反対統一行動 下関集会

13：00～14：00

無料

3/14

土

福谷都子 と アミカ ベッラ ヴォーチェ
第21回 ジョイントコンサート
「歌うよろこびをともに」

14：00～16：00

1,000円

（福谷）090-4807-1451

3/15

日

ピアノ発表会

14：00～15：30

無料

（森田）083-252-2233

3/21

土

馬関シネクラブ 3月例会

①10：30～②14：00～
③19：00～

会員制

馬関シネクラブ
（山本）083-228-2255

3/22

日

甦る古典の響き
柳瀬和子 第五回 箏曲地歌演奏会

13：30～16：00

一般 3,000円
高校生以下 1,500円

絃照会
（柳瀬）083-231-4051

3/29

日

ピアノ・ヴァイオリン発表会

13：00～16：00

無料

（濵本）090-7544-1175

月日

曜

多目的ホール・イベント名

開演～終演

入場料

主催／お問い合わせ先
NPO法人子ども劇場下関センター
（吉田）083-254-3353

下関民主商工会

083-223-2328

3/14

土

人形劇「はれときどきぶた」公演

18：30～19：30

おとな 2,600円
子ども
（4歳以上）1,100円

3/15

日

詩人工藤直子さん と 画家あべ弘士さん
『詩が・絵が・物語が・生まれるとき』

13：30～15：00

おとな 2,000円（当日500円増）
こども 600円（当日200円増）

こどもの広場
083-232-7956

3/22

日

ハートフルコンサート

13：30～

無料

E,Friend’s（江川）083-256-9661

3/27

金

サティシュの学校ーみんな、特別なアーティスト

17：00～20：30

一般 2,000円／学生 1,000円
（当日500円増）
※小学生未満無料

株式会社素敬
083-232-1226

※イベント内容については予定ですので変更になる場合がございます。
各イベントに関してのご質問は
「お問い合わせ先」
へお願い致します。

