金

土

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

11/3

水

令和3年度 第15回 下関市芸術文化祭
下関市吟剣詩舞道大会

10：00～16：30

無料

下関市吟剣詩舞道連盟
（惣田）083-776-0365

11/5

金

純烈コンサート2021

13：00～14：30

S席 5,500円
GLチケット 2,200円

グッドラック・プロモーション株式会社
086-214-3777

11/9

火

18：30～20：00

大人 3,000円

金剛山歌劇団山口公演in下関2021
公演実行委員会
083-222-9303

11/13

土

ケロポンズ＆福田りゅうぞう
親子コンサート

13：30～

全席指定
大人 2,000円
こども 1,000円

株式会社カエルちゃんオフィス
0422-22-9004

11/14

日

令和3年度 第15回 下関市芸術文化祭
第61回 下関邦楽大会

12：30～16：00

無料

下関邦楽協会
（柳瀬）083-231-4051

11/28

日

2021下関少年少女合唱隊
第57回 定期演奏会

14：00～16：00

無料

下関少年少女合唱隊
090-7379-1381

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

11/3

水

江崎皓介 ～ショパンエチュード全曲～
ピアノリサイタル ゲスト：吉本信行

14：30～

一般 3,000円
小学生以下 2,000円

株式会社 Studio Archive
090-9050-2128

11/13

土

令和3年度 第15回 下関市芸術文化祭
映像発表会

13：30～16：30

無料

下関映像クラブ
（田原）083-242-5730

11/14

日

令和3年度 第15回 下関市芸術文化祭
第5回 映像フェスタ

13：30～16：30

無料

豊浦映像クラブ
（沖田）090-9063-1704

11/20

土

第三回 しものせき落語まつり

14：00～

一般 1,000円
学生 500円

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

火

DANCE EVENT IN
SHIMONOSEKI＆KITAKYUSHU

前売券 2,500円
※当日500円増

株式会社 LINK FOR
090-4356-8376

11/23

金剛山歌劇団公演 「 솔

SOLL」

12：30～13：50
14：40～16：00

11/28

日

令和3年度 第15回 下関市芸術文化祭
古典舞踊の会

12：00～16：30

無料

下関舞踊協会
（猿若）090-9063-9450

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

11/2

火

ウィッグ（かつら）展示即売会

10：00～16：00

無料

株式会社ユキ
052-459-7030

11/30

火

12/1
～4

水
～土

無料

生活文化部会
（下関市民会館）083-231-6401

12/5

日

10：00～17：00

令和3年度 第15回 下関市芸術文化祭
くらしの芸術展～四季のあそび心～

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10月18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）

大ホール・イベント名

月日

曜

開演～終演

入場料

主催／お問い合わせ先

11/6

土

14：00～15：30

無料

山口県防衛協会 下関支部
083-233-5511

11/14

日

藤木大地 カウンターテナーリサイタル

14：00～16：00

全席自由
5,500円

メロディー音楽企画
083-231-7898

11/21

日

第8回 Glänzen Ballet family Concert

14：00～15：30

無料

Glänzen Ballet
080-1647-7847

11/22

月

11/23

火

会員制

下関市民劇場
083-232-4065

11/24

水

11/28

日

こども♪クラシック2021 〜和！〜

11：00～

無料（要観覧申込）
※11月5日締切

（公財）下関市文化振興財団
下関市民会館 083-231-6401

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

11/3

水

第52回 長府ギタ－スク－ル発表会

未定

無料

（塩田）090-6838-2954

11/20

土

山口ギタ－コンク－ル50周年記念
ガラ・コンサ－ト

14：00～16：00

一般 2,000円
学生 1,000円

山口県ギター音楽協会
（塩田）090-6838-2954

11/21

日

下関シャンソン教室 コンサ－ト秋

14：00～16：30

無料

下関シャンソン教室
（石田）090-1357-6131

11/23

火

ensemble 751
～フルート、ピアノによるアンサンブル～

14：00～16：00

一般 2,000円
学生 500円

ensemble 751
（村田）090-7973-5234

11/26

金

馬関シネクラブ
083-228-2255
（山本）070-5522-6503

山口県防衛協会

防衛セミナー

下関市民劇場11月例会
ミュ－ジカル O.G.

18：30～20：30
13：00～15：00

19：00～

馬関シネクラブ 11月例会

①10：30～
②14：00～

会員制

11/27

土

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

11/3

水

中野ギタースタジオ 発表会

13：00～15：30

無料

中野ギタースタジオ
090-9608-2737

11/10

水

市民文化セミナ－（第3回目）

14：00～16：00

※申込受付終了

下関市教育委員会 教育部生涯学習課
（大野）083-231-2054

11/24

水

令和3年度関門海峡・温故知新塾

14：00～16：00

※申込受付終了

下関市教育委員会 教育部生涯学習課
（大野）083-231-2054

※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
11/7（日）

名画劇場『まごころ』

（1953年、監督：小林正樹、95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…田中絹代、津島恵子、高橋貞二、石浜朗ほか
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10月18日現在）

