




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

2/10 日 しまじろうコンサート 
「たんけん！うみのワンダーランド」

①11：30～ 
②14：30～ 全席指定 3,120円 （公財）下関市文化振興財団 

083-231-6401

2/16 土 三山ひろし～故郷を唄う～
コンサート2019 14：00～16：00

S席6,000円
A席4,000円
GL2,000円

（当日各500円増）

グッドラック・プロモーション株式会社 
0120-30-8181

2/23 土 MANKAI STAGE『A3!』 
～AUTUMN＆WINTER 2019～

①12：30～ 
②18：00～ 詳しくは公式ＨＰを

ご覧ください

株式会社ネルケプランニング
03-3715-5624

www.mankai-stage.jp2/24 日 12：00～

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

2/10 日 坂東三嘉寿美先生を偲ぶ会 10：00～16：00 無料 坂東流あづま会 
（坂東三導由）090-4107-4493

2/16 土 下関市医師会勤務医部会主催 
市民公開講座 14：00～16：00 無料 一般社団法人下関市医師会 

083-252-2188

2/17 日 カラオケ典歌ふれあい発表会 9：30～ 無料 カラオケ典歌 
083-257-0327

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

2/2 土
フランスベッド工場直送セール 10：00～19：00 無料 フランスベッド株式会社山口営業所 

0835-38-21612/3 日

2/13 水 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



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

〒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

※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）

  １階／ふるさと文学館  ［観覧無料］

1/5（土）
～3/31（日） 冬季所蔵品展「花軍－HANAIKUSA－」

日本の伝統美や土俗的視野を取り入れ、独特の文学世界を構築した赤江瀑。その流麗に織り
上げられた世界観は「赤江美学」と称賛されています。能書家としても知られた作家の直筆原
稿から、筆致が伝えるもうひとつの「赤江美学」をお楽しみください。	

  １階／ミニホール

2/3（日） DVD上映会 『君の名は（第2部）』 
（1953年、監督：大庭秀雄、120分）

上映…①10：00～　②14：00～　出演…佐田啓二、岸惠子、淡島千景、月丘夢路　ほか	
定員…40名（先着順）　観覧…無料

2/9（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。

2/10（日） 開館記念 「きぬよ亭落語」 ◆出演　下関市立大学「落語研究会」　開演…14：00～　定員…40名（先着順）　入場無料
大学生による落語を開催します。みんなで楽しく笑いませんか？

2/11（月） 開館記念 『カーテンコール』DVD上映会 
（2004年、監督：佐々部清、111分）

上映…①10：00～　②14：00～　出演…伊藤歩、藤井隆、鶴田真由、藤村志保　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）

11/6（火） 
～3/3（日）

脚本家・水木洋子没後15年企画展
「絹代と映画『おかあさん』」

戦後の日本映画黄金時代を担った脚本家のひとり水木洋子が没後15年を迎えたことから、
田中絹代が出演した水木脚本の映画『安宅家の人々』『おかあさん』『おとうと』を紹介します。

月日 曜 海のホール・イベント名 開演～終演 入場料 主催／お問い合わせ先

2/2 土 平成30年度第10回
下関市小学校音楽交歓発表会 13：00～16：30 無料 第10回下関市小学校音楽交歓発表会

実行委員会 （矢野）083-258-0057

2/3 日 「かみさまとのやくそく」上映会
&池川明先生講演会 13：30～16：40

一般2,000円／8才以上～
高校生以下1,000円 

7才以下・スペシャルオリン
ピックス在籍アスリート無料

NPO法人スペシャルオリンピックス日本・山口 
080-2908-5261

2/9 土 第48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

2/11 月 建国記念の日 
下関奉祝市民大会・西郷隆夫 記念講演 14：20～16：10 無料 建国記念の日下関奉祝会事務局 

（忌宮神社）083-245-1093

2/17 日 Let’s Play スタインウェイ 10：00～20：00
※入場不可の時間もあります。

参加者：要事前申込 
一般：無料

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

月日 曜 風のホール・イベント名 開演～終演 入場料 主催／お問い合わせ先

2/3 日 第5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 
高校生以下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

2/7 木
江原千花主催 演劇公演

「父と暮せば」

18：30～
3,000円 

（当日500円増） （江原）083-268-16682/8 金 ①13：30～②18：30～

2/9 土 ①11：00～②14：30～

2/10 日 ピアノ・エレクトーン発表会 ①10：30～12：00 
②14：00～16：00 無料 E,Friend’s 

（江川）083-256-9661

2/11 月 ピアノ発表会 未定 無料 （堤）080-3872-1633

2/16 土

明治維新150年記念
平成30年度図書館歴史講座

「なるほど‼海峡の幕末維新」 
第4回 海峡の事件簿 維新の影

10：00～11：30 無料 
※先着200名 申込不要

下関市立中央図書館 
083-231-2226

2/16 土 ピアノ・エレクトーン発表会 ①14：15～ 
②17：00～ 無料 （大坪）080-3871-8870

2/23 土 馬関シネクラブ　2月例会 未定 会員制 馬関シネクラブ 083-228-2255

2/24 日 江崎皓介ピアノリサイタル 14：30～16：00 一般2,000円 
高校生以下1,000円

江崎皓介後援会事務局 
080-4245-7775

月日 曜 宙のホール・イベント名 開演～終演 入場料 主催／お問い合わせ先

2/17 日 生涯学習セミナー「終活について」 10：30～15：30 1,000円 下関モラロジー事務所（原田）083-222-0025

2/23 土 下関明るい社会づくり講演会 
講師：陽　信孝 14：00～ 無料 NPO法人下関明るい社会づくり運動

推進協議会 （倉本）083-231-3738

2/27 水 家庭教育推進事業 体育講座
①10：00～10：30 

（0才児親子） 
②10：45～11：30 
（1~2才児親子）

無料 家庭教育推進事業事務局 
（尾辻）083-233-1170
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