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

2/1

土

大ホール・イベント名

開演～終演

「笑顔のおてつだい」バリアフリーコンサート
14：00～15：45
アコム“みる”コンサート物語
「100万回生きたねこ」

入場料

主催／お問い合わせ先

招待者

アコム株式会社
03-5533-0861

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

15：00～

S席 5,000円
A席 4,000円
財団友の会S席のみ
4,500円

1回目 11：00～
2回目 14：00～

2,800円
財団友の会 2,500円

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

14：00～

一般 2,500円
高校生以下 1,000円
財団友の会一般のみ
2,300円
（当日一般のみ200円増し）

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

17：00～

6,000円
財団友の会 5,500円

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

開演～終演

入場料

主催／お問い合わせ先

300円
大学生以下無料

“桜を見る会疑惑”＆“下関市立大私物化”
シンポジウム実行委員会
（豊嶋）090-9736-6413

2/8

土

声優朗読劇 フォアレーゼン
流転の果て......～漂泊の「壇之浦」～

2/11

火

サンリオファミリーミュージカル
ピューロマスケティア
～3人のやさしい銃士たち～

2/23

日

橋元才平翁記念
第22回ファミリーコンサート
森麻季・松田華音 デュオリサイタル

2/29

土

月日

曜

2/1

土

2/2

日

カラオケ発表会

9：00～17：00

無料

カラオケ典歌
083-257-0327

2/6

木

山本太郎おしゃべり会

18：00～21：00

無料

れいわ新選組
03-6384-1974

2/22

土

令和元年度
下関明るい社会づくり講演会

14：00～16：30

無料

下関明るい社会づくり運動推進協議会
083-231-3738

月日

曜

展示室・イベント名

開場～閉場

入場料

主催／お問い合わせ先

2/1
～9

土
〜日

海峡が育てた先人展

10：00～16：00

無料

下関市観光スポーツ文化部文化振興課
083-231-4691

2/28

金

第43回梅光学院大学卒業書作展

9：00～17：00

無料

梅光学院大学
083-227-1020

2/29

織田哲郎

幻想夜＋

中ホール・イベント名

“桜を見る会疑惑”＆“下関市立大私物化”
13：00～16：00
シンポジウム

土

※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

2/8

土

令和元年度
第11回 下関市小学校音楽交歓会

13：00～16：30

無料

第11回下関市小学校
音楽交歓会実行委員会
083-258-0057

2/9

日

第49回 下関市ソロコンテスト

9：50～17：30

無料

山口県吹奏楽連盟 下関地区事務局
（早鞆高等学校内：松井）
083-231-0080
（公財）下関市文化振興財団
（DREAM SHIP）083-231-1234

2/16

日

Let's Play スタインウェイ

10：00～20：00

参加者：要事前申し込み
一般：無料
※入場不可の時間帯も
あります

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

2/2

日

第6回 日本フルートフェスティバル in 下関

14：00～16：00

一般 1,000円
学生 500円

日本フルートフェスティバル in 下関
実行委員会事務局
（村田）090-7973-5234

2/11

火

ピアノ&エレクトーン発表会

①10：00～
②14：15～

無料

（大坪）080-3871-8870

2/14

金

大分県立芸術文化短期大学音楽科 山口県人会
VALENTINE CONCERT

19：00～21：00

無料

大分県立芸術文化短期大学 山口県人会
（藤江）090-6412-0341

2/15

土

図書館・博物館コラボ企画
学芸員リレー講座 第4回
「土井ヶ浜遺跡から日本人のルーツがみえる」

10：00～11：30

無料

下関市立中央図書館
083-231-2226

2/16

日

岡田将＆正戸里佳 ヴァイオリンコンサート

14：00～16：00

5,000円

メロディー音楽企画
083-231-7898

2/22

土

馬関シネクラブ 2月例会

未定

会員制

馬関シネクラブ（山本）083-228-2255

2/23

日

ピアノ・エレクトーン発表会

14：30～16：00

無料

E,Friend's（江川）083-256-9661

2/24

月

海峡にふく風のコンサート

14：00～16：00

一般 2,500円（当日3,000円）
海峡にふく風のコンサート実行委員会
学生 1,000円（当日1,500円）
（マスダ）090-3662-0286
※未就学児童入場不可

※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］
1/5（日）
～4/5（日）

泉鏡花文学賞受賞特別展「田中慎弥」

下関出身の芥川賞作家・田中慎弥。
この度『ひよこ太陽』
で第47回泉鏡花文学賞を
受賞しました。
これを受けて、田中慎弥氏の作品を振り返るとともに、
これまでに受
賞した文学賞を紹介します。

１階／ミニホール
2/2（日）

2/8（土）

名画劇場『簪（かんざし）』

（1941年、監督：清水宏、70分）

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」

２階／田中絹代記念館［観覧有料］
12/3（火）
～3/1（日）

上映…①10：00～ ②14：00～
出演…田中絹代、笠智衆、川崎弘子、斎藤達雄
定員…40名（先着順） 観覧…無料

ほか

◆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？

［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」

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。

