




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
　　　https：//www.scpf.jp　　　　　　 info@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）
  HP   E-mail

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

12/3 金 ルベン・ラダ（ウルグアイ） 18：30～20：30
A席 5,200円
B席 4,200円

当日学生席 2,000円

一般財団法人民主音楽協会
中国センター 
082-567-0585

12/5 日 令和3年度 第15回 下関市芸術文化祭 
下関芸能文化フェスティバル 10：00～16：00 無料 下関芸能連合会 

（石原）090-1683-0688

12/10 金 オペラ“イザベル”　大友宗麟の妻 19：00～21：00

SS席 12,000円
S席 10,000円
A席 7,000円
B席 5,000円

C席・学生 3,000円
※A席、B席は当日1,000円増

一般社団法人国際芸術科学大学
設立協力会

（荒木）090-9143-1157

12/17 金 【振替公演】 
令和3年度 優秀映画鑑賞推進事業 

第20回 市民会館名画劇場

①10：00～12：16 
②13：30～15：38

1日券　500円 （公財）下関市文化振興財団 
083-231-6401

12/18 土 ①10：00～11：59 
②13：30～15：30

12/19 日 ずっと真夜中でいいのに。
果羅火羅武～TOUR 17：00～ 8,000円 ユニオン音楽事務所 

082-247-6111

12/26 日
【振替公演】 

財津和夫コンサート2020～2021
with姫野達也 ～All Izz Well～

17：00～ 7,000円 （公財）下関市文化振興財団 
083-231-6401

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

12/5 日 令和3年度 第15回 下関市芸術文化祭 
奇術の祭典 13：00～15：00 無料 下関奇術連合会 

（玉川）083-252-0754

12/11 土 令和3年度 北朝鮮人権侵害問題啓発事業 
（映画「めぐみ―引き裂かれた家族の30年」上映会） 14：00～16：00 申込は終了しました 下関市市民部人権・男女共同参画課 

083-222-0827

12/21 火 第81回 懐かしの歌声喫茶 15：00～16：40 500円 下関市文化振興財団ボランティアの会 
（中尾）083-258-1420

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

11/30 火

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～

10：00～17：00

無料 生活文化部会 
（下関市民会館）083-231-6401

12/1 
～4

水 
～土 9：00～17：00

12/5 日 9：00～16：00

12/10 金

第36回 西日本学生書道展

13：00～17：00

無料 西日本学生書道会 
（中村）090-9481-649912/11 土 9：00～17：00

12/12 日 9：00～15：00

12/17
～18

金
～土 ギャッベ＆ペルシャ絨毯展

10：00～19：00
無料 調度品の亀川株式会社

084-925-181712/19 日 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。（令和3年11月15日現在）



〒750-0008　山口県下関市田中町5番7号　TEL.083-250-7666　FAX.083-231-0469
　　　https：//www.kinuyo-bunka.jp　　　　　　 info@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。

  HP   E-mail

下関市立近代先人顕彰館（愛称：田中絹代ぶんか館）

  １階／ふるさと文学館  ［観覧無料］

10/5（火）～ 
12/26（日） 企画展「イマドキ文芸の生まれるトコロ」

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

12/5（日） 名画劇場『坊ちゃん』 
（1977年、監督：前田陽一、92分）

上映…①10：00～　②14：00～
出演…中村雅俊、松坂慶子、地井武男、米倉斉加年ほか
定員…30名　要予約　観覧…無料　

  ２階／田中絹代記念館  ［観覧有料］　  ［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）

12/7（火）～ 
R4.3/6（日） 冬季所蔵品展「女優・田中絹代の交友」 絹代に贈られた書籍や品物を中心に、交友関係を紹介します。

ドリームシップ（下関市生涯学習プラザ）

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

12/3 金 昭和歌謡祭 発表会 9：30～16：00 無料 はかた小町 
（澄川）090-8763-0097

12/4 土 藤澤ノリマサ
下関スペシャルコンサート2021 14：00～16：00 全席指定 6,500円 メロディー音楽企画

083-231-7898

12/12 日 第14回 劇団Zing♪Zing
ミュージカル公演

①11：00～13：45
②16：00～18：25 1,000円 劇団Zing♪Zing 

080-1642-4419

12/19 日 みんなのオン・ステージ2021
～学校編～ 10：00～17：00 一般：無料　 

※参加校要事前申込
（公財）下関市文化振興財団 

（DREAM SHIP）083-231-123412/20 月

12/25 土 第48回 クリスマスコンサ－ト 18：30～20：00 無料 下関ウインドアンサンブル
（田代）083-232-8114

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

12/10 金
福谷都子とアミカベッラヴォーチェ

第22回 歌うよろこびをともに
ジョイントコンサート

14：00～16：00 1,000円 （福谷）090-4807-1451

12/12 日 たかのピアノ教室　ピアノ発表会 13：00～16：30 無料 （高野）090-2866-3357

12/17 金
馬関シネクラブ 12月例会

19：00～
会員制

馬関シネクラブ 
083-228-2255 

（山本）070-5522-650312/18 土 ①10：30～
②14：00～

12/18 土 ピアノ発表会 18：45～21：00 無料 チップンデール　 
（堀井）090-7125-8791

12/19 日 ハートフルコンサート 14：00～ 無料 E,Friend’s 
（江川）083-256-9661

12/25 土 田中美幸ヴァイオリンピアノ教室　発表会 13：00～ 無料 （田中）090-9411-7112

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

12/5 日 山口 食のフォーラム・IN下関 13：00～16：00 1,000円
※要事前申込

食のフォーラム下関実行委員会　　　　　　　　　　 
https://forms.gle/ewRryze7KyPuumyUA

12/9 木 在宅療養支援のための
看護職連携推進研修 18：30～19：30 無料 （公社）山口県看護協会下関支部 

 083-231-3903

〒750-0016　下関市細江町3丁目1-1　TEL.083-231-1234　FAX.083-242-6234
　　　 https：//s-dreamship.jp　　　　　　 info@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）
  HP   E-mail

※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11月15日現在）
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