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 https：//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）

月日

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

10/15

金

諏訪内晶子
無伴奏ヴァイオリン・リサイタル

19：00～

SS席 5,000円
S席 4,500円
A席 3,500円

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

10/22

金

第43回 山口県高等学校
総合文化祭（演劇部門）
第40回 山口県高等学校演劇大会

9：20～18：00

関係者

第43回 山口県高等学校
総合文化祭（演劇部門）
・
第40回 山口県高等学校演劇大会
実行委員会
（宇部高校）0836-31-1055

10/23

土

10/29

金

藤原歌劇団公演「蝶々夫人」

14：00～17：00

S席 7,000円／A席 5,000円
B席 3,000円／C席 2,000円

公益財団法人日本オペラ振興会
044-953-6411

10/31

日

令和3年度 第15回 下関市芸術文化祭
洋舞フェスティバル

14：00～16：30

1,000円

下関洋舞連盟
（小平）083-266-1190

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

10/10

日

いけばな池坊巡回講座
ーIkenobo2021ー

10：00～13：00

関係者

池坊下関橘会支部
（太田）083-266-5692

10/31

日

令和3年度 第15回 下関市芸術文化祭
能楽観世流「謡曲・仕舞の会」

9：30～17：00

無料

能楽宮本施謡会
（宮本）090-2007-7573

月日

曜

展示室・イベント名

開演～終演

入場料

主催／お問い合わせ先

10/22

金

10/23

土

無料

MOA美術館下関児童作品展
実行委員会
083-222-8334

10/24

日

13：00～17：00

第29回 MOA美術館下関児童作品展

9：00～17：00

9：00～16：00

※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。 （令和3年9月15日現在）

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 https：//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

10/3

日

10/23

土

大ホール・イベント名
ピアノ発表会

Chanter XV

【全館】第11回 ドリームシップ祭り
「Go To ドリームシップ」

開演～終演

入場料

主催／お問い合わせ先

13：30～16：00

無料

（神野）090-1337-2747

9：00～15：00

無料

（公財）下関市文化振興財団
（DREAM SHIP）083-231-1234

コロナ感染状況により
制限あり

下関十字堂楽器店
083-223-2311

10/24

日

10/30

土

10/31

日

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

10/3

日

ミュージックコンサ－ト

未定

無料

スタッカート
（内田）090-8064-3440

10/10

日

ピアノ発表会

13：00～

無料

桝本ピアノ教室
090-2802-8216

10/19

火

35周年記念講演

13：30～15：30

無料
※関係者のみ

株式会社ホームケアサービス山口
083-248-7788

10/21

木

19：00～21：00

一般 3,000円
学生 1,500円
（当日各500円増）

（藤川）090-9176-7508

10/28

木

18：30～21：00

前売 3,500円
当日 4,000円

株式会社イソップエージェンシー
092-283-1780

ヤマハEF2021アンサンブル演奏部門
下関十字堂楽器店大会

QUARTET

EXPLLOCE

Tour2021

～おいでまっせ～
立川志の八 里帰り落語

1部

未定

2部

未定

※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 https：//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］

10/5（火）～
企画展「イマドキ文芸の生まれるトコロ」
12/26（日）

作家になる道は、新人賞を取るだけじゃない。
今は「作家」になる道筋は広がっています。そのひとつとして、確固たる地位を築いて
いるのがライトノベル、通称「ラノベ」
と呼ばれる分野です。
この分野の作品はどこから
生まれてくるのか？ それはもはや生活になくてはならなくなった、インターネット上
から、多くの作品が生まれているのです。
今回はそういった文芸作品を生み出す母体である
「小説投稿サイト」各社に協力を依
頼し、下関出身で書籍化された方の作品を中心に紹介するものです。
小説なんてツマラナイ――そんなあなたに。昔よりも分野が細分化されたことにより、
新しい扉を見つけるキッカケになることを祈って。
この企画をお届けします。

１階／ミニホール
10/3（日）

名画劇場『引っ越し大名』

（2019年、監督：犬童 一心、120分）

２階／田中絹代記念館［観覧有料］
9/7（火）～
12/5（日）

上映…①10：00～ ②14：00～
出演…星野源、高橋一生、高畑充希、濱田岳ほか
定員…30名 要予約 観覧…無料

［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）

秋季所蔵品展「日米親善芸術使節」

絹代は二年連続で毎日映画コンクールの女優演技賞に輝いた功績から、
日米親善芸術
使節に選ばれました。終戦後の日米交流再生の期待を一身に背負い、昭和24年（1949）
、
渡米します。遺品の中から交流の記念品や写真を紹介するものです。
（令和3年9月15日現在）

