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

12/1

日

12/7

土

12/14

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

12：30～16：00

無料

下関邦楽協会（藤村）083-256-2419

みんなのオン・ステージ2019
響け大ホール! 輝け自分‼

10：00～

無料

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

土

第15回下関フィルハーモニック・
ウインド・オーケストラ 定期演奏会

18：30～21：00

12/15

日

宝くじ文化公演 元気が出る！
オーケストラコンサート 𠮷田正記念オーケストラ

14：00～

完売

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

12/22

日

PLAY GROUND

15：30～

1,000円（当日500円増）

Studio Rasp（殿井）090-1018-5122

12/26

木

第18回山口県立下関南高等学校・
下関中等教育学校 チャリティーコンサート

17：30～19：30

無料

山口県立下関中等教育学校
（石崎）083-266-4100

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

12/7

土

「ひとりぼっちの白い子ラクダ」公演

18：30～19：30

大人 2,600円
子ども
（4歳以上）1,100円

NPO法人子ども劇場下関センター
（吉田）083-254-3353

12/8

日

ピアノとヴァイオリンとギターのコンサート

15：00～16：30

一般2,000円
高校生・大学生1,000円
小・中学生500円
※未就学児無料

（塩田）090-6838-2954

12/14

土

ピアノ発表会

14：00～16：30

無料

たかのピアノ教室（高野）090-2866-3357

12/21

土

馬関シネクラブ12月例会

①10：30～②14：00～
③19：00～

会員制

馬関シネクラブ（山本）083-228-2255

12/22

日

下関シャンソン教室 クリスマス会

14：00～16：30

無料

下関シャンソン教室（石田）090-1357-6131

12/22

日

ピアノ発表会

18：45～20：50

無料

チップンデール（堀井）090-7125-8791

12/25

水

田中美幸ヴァイオリンピアノ教室 発表会

13：00～17：00

無料

（田中）090-9411-7112

12/27

金

川浪浩一・古本大志 デュオコンサート

18：30～20：30

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

12/7

土

パチパチクラブ 珠算コンクール

9：30～12：00

無料

パチパチクラブ（出口）083-255-6850

12/21

土

下関市医療・介護ネットワーク研修会
市民公開講座

14：00～16：00

無料

下関市医師会医療・介護連携推進室
083-252-7409

第13回下関市芸術文化祭

下関邦楽大会

下関フィルハーモニック・ウインド・
500円（小学生以下無料） オーケストラ事務局（木下歯科医院内）
083-229-5670

一般 2,000円／学生 1,000円 ㈱下関十字堂楽器店（扇）083-223-2311

※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］
10/1（火）
秋季所蔵品展「中本たか子」
～12/27（金）

国政と人々の苦しみを正面から見据え、執筆活動を続けた中本たか子の作品を紹介し
ます。

１階／ミニホール
12/1（日）
12/8（日）
12/14（土）

名画劇場『金色夜叉』

上映…①10：00～ ②14：00～ 出演…川崎弘子、夏川大二郎、佐分利信、佐野周二 ほか
定員…40名（先着順） 観覧…無料

田中絹代ぶんか館おもしろ塾
絵手紙教室「スチロール版画で年賀状づくりと消し

ゴムで干支印づくり」

◆講師 日本絵手紙協会 公認講師 右田朱実 氏 時間…13：30～15：30
定員…20名 材料費500円 気持ちの伝わる絵手紙のスチロール版画年賀状と味わい
のある年賀状干支印を作りませんか。

田中絹代ぶんか館おもしろ塾
紅茶教室「季節の紅茶の愉しみ方」

◆講師 江島智子 氏 時間…14：00～15：30 定員…20名 材料費1,000円
丁寧に淹れた紅茶とお茶に合うお菓子を楽しみながら午後のひとときを過ごしませんか？

（1937年、監督：清水宏、76分）

12/20（金） クリスマスミニコンサート
12/22（日）

田中絹代ぶんか館ミニコンサートvol.5

フラダンスとウクレレと歌のライブ

２階／田中絹代記念館［観覧有料］
12/3（火）
～3/1（日）

◆演奏者 mahimahi with えむぜっと 開演…13：00～ 定員…40名（先着順）
入場無料 フラダンスサークルとウクレレ教室の合同コンサートです。
ウクレレ講師とフ
ラダンスサークルmahimahiによるハワイアン・フラライブをお届けします。

［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）

冬季所蔵品展「絹代の知られざる努力」

11/26（火）
林伊佐緒 遺品展
～12/27（金）

◆演奏者 梅光学院高等学校音楽科 開演…18：00～ 定員…40名（先着順） 入場無料

田中絹代の演技開眼に繋がった映画作品「春琴抄 お琴と佐助」
（昭和10年/松竹蒲田）
を
中心に取り上げ、作品の中で使用された琴や、三味線を展示します。
下関出身の歌手・作曲家として活躍した林伊佐緒の遺品を展示します。

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）

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

12/1

日

第13回下関市芸術文化祭
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

12/2

月

民生委員・児童委員委嘱状伝達式

14：00～16：00

関係者

下関市福祉部福祉政策課
083-231-1418

12/3

火

サーカス～心をつなぐハーモニー～

18：30～20：30

A席 5,500円
B席 4,500円

民主音楽協会 中国センター
082-567-0585

12/8

日

第13回下関市芸術文化祭
劇団zing♪zingミュージカル公演

10：30～13：00
15：00～17：50

無料

劇団zing♪zing
（福田）080-1642-4419

12/14

土

みんなのオン・ステージ2019
響け大ホール！輝け自分！
！

10：00～

無料

公益財団法人下関市文化振興財団
083-231-6401

12/21

土

下関ウインドアンサンブル
第46回クリスマスコンサート

13：30～15：30

999円

下関ウインドアンサンブル
（和泉）090-8607-8911

12/22

日

みんなのオン・ステージ2019
響け大ホール！輝け自分！
！

10：00～

無料

公益財団法人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

12/1

日

こうる・しおさい25周年記念ハッピーコンサート

13：30～

無料

こうる・しおさい
（濵﨑）083-774-1355

12/7

土

2019コール梅光
クリスマス礼拝＆チャリティーコンサート

13：30～

一般 1,000円
学生 500円

コール梅光
（梶間）080-2894-7475

12/8

日

小さな音楽会

13：30～15：30

無料

越智 恵
090-2861-0913

12/15

日

14：00～15：30

関係者

西日本学生書道会
（中村）083-258-2823

12/17

火

第78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

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

12/13

金

12/14

土

無料

西日本学生書道会
（中村）083-258-2823

12/15

日

第34回西日本学生書道展

表彰式

13：00～17：00

第34回西日本学生書道展

9：00～17：00
9：00～15：00

※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。

