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〒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）

  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

11/2（土） 田中絹代生誕記念 『朗読』＆『トークショー』
◆出演　江原千花 氏 ・ 河波茅子 氏　開演…14：00～　定員…40名　参加無料　 

「私の履歴書　女優の運命」（日本経済新聞社発行）の中から、田中絹代の履歴書を下関
の若き女優が朗読します。

11/3（日） 名画劇場 『愛染かつら（総集編）』 
（1938年、監督：野村浩将、89分）

上映…①10：00～　②14：00～　出演…田中絹代、上原謙、佐分利信、高杉早苗　ほか 
定員…40名（先着順）　観覧…無料

11/9（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。

11/16（土）
～17（日） キャンドルナイト 開催…17：30～21：00　点灯式…各日17：30　『関門海峡キャンドルナイト』が唐戸エリ

ア及び海峡メッセ等で開催されます。当館の幻想的な光で癒されてみませんか。

11/24（日） きぬよ亭落語～番外寄席～ ◆下関市立大学・山口大学 落語研究会　開演…13：30～　定員…40名（先着順）
入場無料　申込不要　落語と漫才・山口県内2大学落語研究会による競演

11/30（土） 田中絹代ぶんか館おもしろ塾 
クリスマスリース作り教室

◆講師　flower produce 花ばたけ代表　植田 洋子 氏
時間…14：00～15：30　定員…20名　材料費1,000円

  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。

11/6（火） 
～11/24（日） 木暮実千代記念展 下関出身の女優、木暮実千代の写真・劇場パンフレットなどを展示します。

11/26（火） 
～12/27（金） 林伊佐緒遺品展 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
　　　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
11/8 金 山口県立下関西高等学校　創立百周年記念式典 9：30～13：00 関係者 山口県立下関西高等学校　083-222-0892

11/10 日 エレクトーンフェスティバル2019 
アンサンブル演奏部門　下関十字堂大会 15：00～21：00 無料 下十会 

（下関十字堂楽器店）083-223-2311

11/12 火 金剛山歌劇団　下関公演 18：30～20：30 3,000円 金剛山歌劇団下関公演実行委員会 
083-232-4039

11/17 日 第13回下関市芸術文化祭 
下関少年少女合唱隊演奏会 14：00～16：20 1,000円 下関少年少女合唱隊 

（坪井）090-7379-1381

11/23 土 第13回下関市芸術文化祭 
下関合唱の祭典 14：00～16：30 無料 下関合唱団連絡会 

（山崎）083-252-0010

11/24 日 第13回下関市芸術文化祭 
合唱の祭典 13：30～16：30 無料 下関女声合唱連盟 

（岡村）090-7127-9965

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
11/10 日 第13回下関市芸術文化祭　古典舞踊の会 13：00～17：00 無料 下関舞踊協会　083-294-0570

11/24 日 かしまピアノ教室発表会と歌の集い 14：00～16：30 無料 かしまピアノ教室　083-224-0983
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
11/9 土

セキスイファミエス　リフォーム相談会 10：00～17：00 無料 セキスイファミエス中四国株式会社
山口支店　083-921-181711/10 日

11/12 火 ウィッグ(かつら)展示即売会 10：00～16：00 無料 株式会社ユキ　052-459-7030

11/14 木
秋の茶道具銘品展

10：00～18：00
無料 茶道具おがわ 

093-512-406011/15 金
11/16 土 10：00～16：00
11/19 火

第13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

11/20
～11/23

水
～土 9：00～17：00

11/24 日 9：00～16：00
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※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
　　　 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

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
11/9 土

下関市民劇場11月例会
文学座公演「怪談牡丹燈籠」

18：30～21：00

会員制 下関市民劇場 
083-232-406511/10 日

13：00～15：30
11/11 月

11/16 土 澄川孝子ソプラノリサイタル　　　　　　　　　　　　　　
～ウィーンわが夢のまち～ 14：00～16：00 一般 3,000円／学生 1,500円　　　　　　　　　　

（当日500円増） （澄川）090-7594-2801

11/17 日 下関マンドリンクラブ 第35回定期演奏会
マンドリンコンサート 14：00～16：30 500円

（中学生以下無料）
下関マンドリンクラブ 

（植村）083-246-1672

11/23 土 第20回 院内感染対策セミナー 12：55～16：30 無料 健栄製薬株式会社　06-6231-5822

11/30 土 西川悟平ピアノコンサート
～奇跡の7本指のピアニスト～ 15：00～17：00 大人 4,500円　　　　　　　　　　　

高校生以下 3,000円　
メロディー音楽企画 

083-231-7898

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

11/1 金 山下秀樹・今村岳志　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
トロンボーンデュオリサイタル 19：00～21：00 一般 2,000円　　　　　　　　　　　　　

高校生以下 1,000円 （山下）090-7279-2063

11/4 月 下関市立彦島中学校 音楽発表会 13：30～15：30 無料 下関市立彦島中学校　083-266-5266

11/10 日 知念辰朗教授記念　弦楽合奏団演奏会in下関 14：00～15：30 無料 （飯田）090-7593-8920

11/16 土 図書館・博物館コラボ企画 学芸員リレー講座
第3回 壇ノ浦の合戦を読み解く 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

11/17 日 第48回長府ギタースクール発表会 12：00～16：30 無料 長府ギタースクール（塩田）090-6838-2954

11/21 木 広田智之＆大萩康司デュオリサイタル 18：30～21：00
3,000円（当日500円増）

小・中・高校生500円
※未就学児入場不可

山口県ギター音楽協会
（塩田）090-6838-2954

11/22 金 馬関シネクラブ11月例会 ①10：30～ ②14：00～
③19：00～ 会員制 馬関シネクラブ（山本）083-228-2255

11/23 土 第21回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA
山口地区大会

11：00（予定）
～20：00（予定）

一般 1,000円／学生 500円　　　
※当日販売のみ コンクール事務局 03-6907-2474

11/24 日 南米ペルー・リチャリー民族音楽 （昼）13：00～　　　
（夜）18：00～ 4,000円（当日500円増） カンボジア・ペルーの子供達へ学用品支援の会 

（剣持）090-4572-9572

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

11/13 水 関門海峡　温故知新塾　第4回目 14：00～16：00 無料 下関市教育委員会教育部生涯学習課 
083-231-2054

11/16 土 世界糖尿病デー　ブルーライトアップ
イベント2019 in しものせき 13：30～17：30 無料 イベント事務局　083-228-1024

11/26 火
ロバの音楽座 コンサート

①ポロンポロン
②ロバのクリスマス

①11：00～11：45
②15：00～16：00

①大人1,000円／
親子ペア1,000円（子ども
1名追加ごとに+500円）                                                                                                                                             

②大人1,000円／
子ども500円※0歳から

有料／当日300円増

NPO法人下関子ども・子育ちネット 
083-246-7800
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