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

9/5

木

NHK「新・BS日本のうた」公開収録

18：45～20：40

要事前申込
※応募は終了しました

下関市文化振興課 083-231-4691
NHK山口放送局 083-921-3733

9/7

土

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル
「ソドー島のたからもの」

11：30～
14：00～

2,800円
4枚以上、財団友の会は
2,400円

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

9/23

月

10：30～16：40

第18回

市民会館名画劇場

1日券

500円

10：00～16：50

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

9/24

火

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

9/1

日

第25回下関平和コンサート

14：00～

前売り 1,000円
当日 500円増し

ピース21下関実行委員会
083-266-0024

9/8

日

シソンヌライブ「モノクロ」2019in山口

16：00～17：30

前売り 2,500円
当日 300円増し

チケットよしもと
0570-550-100

9/15

日

カラオケ発表会

9：30～17：00

無料

カラオケ喫茶一期一会
083-233-1000

9/16

月

第19回 生涯いきいき歌謡フェスタ

9：00～16：30

無料

下関生涯学習支援センター
（鈴尾）083-222-1515

9/17

火

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

9/20
～24

金
～火

第5回ヤマノコレクション

10：00～17：00

無料

（株）ヤマノホールディングス
和装宝飾事業本部 03-5365-2418

9/28

土

下関市男女共同参画意識啓発事業
タサン志麻氏講演会

14：00～15：30

無料

下関市市民部人権・男女共同参画課
083-231-7513

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

9/14

土
無料

西芸文化こころの会
083-267-3360

無料

（株）ヤマノホールディングス
和装宝飾事業本部
03-5365-2418

第77回

懐かしの歌声喫茶

9：00～17：00
9/15

日

9/16

月

9/20
～24

金
～火

西芸文化こころの会
9：00～15：30

第5回ヤマノコレクション

10：00～18：00

※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。

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

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

9/1

日

早鞆高等学校吹奏楽部
第22回定期演奏会

14：00～16：00

400円（当日100円増）
※小学生以下無料

早鞆高等学校
（松井）083-231-0080

9/8

日

女声合唱クール・ソレイユ 46周年演奏会

14：00～16：00

1,000円 ※高校生以下無料

女声合唱クール・ソレイユ
（原田）083-222-0025

9/13

金

9/14

土

18：30～21：00

会員制

9/15

日

下関市民劇場 9月例会
テアトル・エコー公演「八月の人魚たち」

下関市民劇場
083-232-4065

9/30

月

舞台「ペコロスの母に会いに行く」

18：30～21：15

3,000円（当日500円増）

下関「ペコロスの会」実行委員会
（シーモール内）083-232-1118

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

9/1

日

ピアノ発表会

13：30～16：00

無料

（中村）083-253-4800

9/7

土

妹尾武 ピアノコンサート

15：00～17：00

6,000円

メロディー音楽企画 083-231-7898

9/8

日

下関チェンバーアンサンブル
名曲♪室内楽コンサート vol.6

14：00～15：30

一般 2,500円
高校生以下 1,000円
（当日各500円増）
※未就学児入場不可

（近藤）090-5373-1625

9/14

土

リトルコンサート

13：30～15：30

無料

下関リトミック音楽教室 083-231-7912

9/16

月

第10回 中野ギタースタジオ発表会

12：30～15：30

無料

中野ギタースタジオ
（中野）090-9608-2737

9/21

土

図書館・博物館コラボ企画 学芸員リレー講座
第2回 日本遺産 関門”ノスタルジック”海峡

10：00～11：30

無料
（当日先着順／申込み不要）

下関市立中央図書館
083-231-2226

9/23

月

下関市立勝山中学校 管弦楽部

14：00～16：00

無料

下関市立勝山中学校
（要田）083-256-2827

9/29

日

ピアノコンサート

13：00～16：00

無料

桝本ピアノ教室 090-2802-8216

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

9/4・18

水

シニアリトミック教室（全3回）
※3回目は10/2（水）大練習室にて開催

10：00～11：30

受講料／各回500円（全3回）
※要事前申込み（50歳以上の方対象）

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

9/14

土

喜多川泰氏 講演会 in下関

14：00～16：00

一般 3,000円（当日1,000円増）
※学生無料（100名限定）
※定員300名

下関喜多川泰の会
（小林）090-8810-2236

9/14

土

あーとくりえーと
「周波数音楽セラピーライブ」

19：00～21：00

2,000円

（田中）090-7544-2874

定期演奏会

13：00～15：30

※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］
7/2（火）
夏季所蔵品展「船戸 与一
～9/29（日）

ーデビュー40年ー」

数多くの冒険小説を手掛けた小説家「船戸与一」が生まれて40年。作家としてデビュー
するまでのエピソードを紹介。
また、絶筆「侠骨の譜」直筆原稿も公開します。

１階／ミニホール
9/1（日）

名画劇場『わが母の記』

（2012年、監督：原田眞人、118分）

上映…①10：00～ ②14：00～ 出演…樹木希林、役所広司、宮崎あおい、
南果歩 ほか
定員…40名（先着順） 観覧…無料

9/7（土）

防災講座「館長は防災士～秋は台風～」

時間…14：00～ 1時間程度 定員…40名（先着順） 参加無料 防災士でもある田中
絹代ぶんか館館長が、台風の話を地域の実情に合わせてお話しします。

9/14（土）

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。

１階／エントランス
9/10（火）
アズ漫画研究会作品展示会
～9/23（月）

２階／田中絹代記念館［観覧有料］

「夏」
と
「和風」をテーマとした漫画とイラスト作品、約100点を展示します。
（期間中、イラスト教室・ミニコンサート開催）

［個人］一般200（160）円／小･中学生100（80）円 ※（ ）は20名以上の団体割引。
その他無料になる場合があります。
（要証明書・手帳など）

9/3（火）
秋季所蔵品展「絹代の秋のくらしと色彩」
～12/1（日）

絹代の遺品の中から、美意識を伺い知ることのできる色彩豊かな調度品を中心に、
彼女のくらしを彩った秋らしい装いや和食器などを紹介します。

