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プリフライトの結果、エラーなし、注意なしとなりました。
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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
　　　http://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

※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。

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

10/6 日 第13回下関市芸術文化祭 
下関芸能文化フェスティバル 10：00～15：40 無料 下関芸能連合会（石原） 

090-1683-0688

10/10 木 ブリヂストン吹奏楽団久留米 
「下関チャリティーコンサート2019」 18：30～21：00 全席指定 700円 

当日300円増し
（株）ブリヂストン下関工場 

083-245-1251

10/13 日
第52回日本薬剤師会学術大会

9：30～18：00
関係者 日本コンベンションサービス（株） 

九州支社 092-712-620110/14 月 9：00～12：30

10/16 水 第13回下関市芸術文化祭
下関市小学校音楽祭 9：30～16：30 無料 下関市教育委員会

231-231010/17 木

10/20 日 ”句会ライブ„　夏井いつき 13：00～15：00 大人 2,000円 
中高生 1,000円

国際ソロプチミスト海峡下関 
（（株）モリワカ）083-252-1899

10/25 金 前川清ファミリーコンサート 13：00～14：50 S席 6,500円（税込） ソワード（株） 0956-22-2036

10/27 日 第13回下関市芸術文化祭　洋舞フェスティバル 14：00～16：30 1,000円 下関洋舞連盟（小平）083-266-1190

10/30 水 山内惠介 
全国縦断コンサートツアー2019 14：00～16：30 6,000円（＋税） グッドラック・プロモーション 

0120-30-8181

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

10/13 日
第52回日本薬剤師会学術大会

12：30～18：30
関係者 日本コンベンションサービス（株） 

九州支社 092-712-620110/14 月 8：00～11：40

10/20 日 第13回下関市芸術文化祭 
能楽観世流「謡曲・仕舞の会」 9：30～17：00 無料 能楽宮本施謡会

（宮本）083-252-3183

10/22 火 ピアノ＆英語スピーチ合同発表会 13：30～16：30 無料
Meet The World English school

もりもとピアノ教室
（森本）090-1017-7566

10/26 土 第13回下関市芸術文化祭　映像発表会 13：30～16：00 無料 下関映像クラブ（田原）083-242-5730

10/27 日 第13回下関市芸術文化祭 
奇術の祭典　マジックショー 13：30～16：00 無料 下関奇術連合会（玉川）083-252-0754

10/29 火 福祉用具機器展　セミナー会場 14：00～16：00 無料 （株）ホームケアサービス山口
083-248-7788

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

10/1 火 マークエステル世界展 
「日本神話とアジア神話の愛の道」 10：00～17：00 無料 マークエステル世界展実行委員会

（後藤）080-5033-4682

10/13 日
第52回日本薬剤師会学術大会

9：00～18：30
関係者 日本コンベンションサービス（株） 

九州支社 092-712-620110/14 月 9：00～19：00

10/18 金

第28回MOA美術館下関児童作品展

13：00～17：00

無料
MOA美術館

下関児童作品展実行委員会
083-222-8334

10/19 土 9：00～17：00

10/20 日 9：00～16：00

10/25 金
ペルシャの遊牧民の

手織りジュータンギャッべ展
10：00～19：00

無料 調度品の亀川（株）
084-925-181710/26 土

10/27 日 10：00～16：00

10/29 火 福祉用具機器展 10：00～17：00 無料 （株）ホームケアサービス山口
083-248-7788

プリフライトの結果、エラーなし、注意なしとなりました。

問題を強調表示するには、しおりをクリックしてください。
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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
　　　 http：//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。

〒750-0008　山口県下関市田中町5番7号　TEL.083-250-7666　FAX.083-231-0469
　　　http：//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）

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

10/6 日 TSUKEMEN LIVE2019 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
～時を超える絆～ 15：00～ 5,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（3歳未満入場不可）
（公財）下関市文化振興財団 

（DREAM SHIP）083-231-1234

10/19 土
【全館】第10回ドリームシップ祭り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「笑顔満祭10周年」

9：00～17：00　　　　

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

10/20 日 9：00～16：00

10/24 木
第13回下関市芸術文化祭 
「下関市中学校音楽祭」 10：00～16：30 無料

下関市教育委員会
教育部教育研修課 

（倉富）083-231-231010/25 金

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

10/6 日 梅山直枝 ソプラノ リサイタル 13：30～15：30 1,000円 （梅山）083-283-0978

10/7 月 コール スマイル 合唱発表会 13：30～ 無料 コール スマイル
（宮﨑）083-232-8237

10/26 土 マジック 「ジン・マサフスキーの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
サイレント・コメディー・マジック」 18：30～19：40 おとな 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

10/27 日 下関市医師会音楽部 第12回演奏会 18：00～20：30 無料 下関市医師会音楽部
（水町）083-251-6116

10/28 月 馬関シネクラブ10月例会
①10：30～ 
②14：00～ 
③19：00～

会員制 馬関シネクラブ 
（山本）083-228-2255

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

10/27 日 下関市保育連盟 保育内容研修会 14：00～16：00 無料（会員限定） 下関市こども未来部幼児保育課 
083-231-1722

10/30 水 ふれあいサロン（歌声喫茶） 13：30～14：30 無料 中東地区まちづくり協議会 
（延谷）083-231-2194

10/31 木 市民文化セミナー（第3回目） 14：00～15：50 無料 下関市教育委員会教育部生涯教育課 
083-231-2054

  １階／ふるさと文学館  ［観覧無料］

10/1（火）
～12/27（金） 秋季所蔵品展「中本たか子」 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

10/6（日） 名画劇場 『超高速！参勤交代 リターンズ』 
（2016年、監督：本木克英、119分）

上映…①10：00～　②14：00～
出演…佐々木蔵之介、深田恭子、伊原剛志、寺脇康文　ほか
定員…40名（先着順）　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）

9/3（火） 
～12/1（日） 秋季所蔵品展「絹代の秋のくらしと色彩」 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。

プリフライトの結果、エラーなし、注意なしとなりました。

問題を強調表示するには、しおりをクリックしてください。
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