




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

3/3 日 橋元才平翁記念第21回ファミリーコンサート 
仲道郁代・仲道祐子デュオリサイタル 14：00～

一般2,500円
高校生以下1,000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

3/24 日 Sonar　Pocket 
10th　Anniversary　Tour　flower 17：30～ 6,500円 （公財）下関市文化振興財団 

083-231-6401

3/27 水 第26回 下関地区高等学校演劇連盟
合同公演 18：00～19：10 無料 下関地区高等学校演劇連盟

（長府高校）083-245-0108

3/29 金 下関西高シンフォニックウィンズ
スプリングコンサート2019 18：30～20：45 前売券400円

当日券500円
山口県立下関西高等学校

083-222-0892

3/30 土 第26回 山口県立長府高等学校吹奏楽部
定期演奏会 18：00～20：30 前売券400円

当日券500円
山口県立長府高等学校 

083-245-0108

3/31 日 第22回 下関一芸大会 9：30～16：30 無料 下関生涯学習支援センター
083-222-1515

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

3/19 火 第75回 懐かしの歌声喫茶 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

3/21 木 琴浦会音楽園発表会 13：00～19：30 無料 琴浦会音楽園（藤村）083-245-0200

3/30 土 ピアノ発表会 15：00～16：30 無料 ともみピアノ教室（寺岡）083-231-1427

3/31 日 第49回 三木妙子門下生発表会 13：30～16：30 無料 三木妙子ヴァイオリン教室 
083-245-2825

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
3/2 土

第42回 梅光学院大学卒業書作展
9：00～17：00

無料 梅光学院大学 
083-227-10203/3 日 9：00～16：00

3/29 金
没後20周忌

東山魁夷と美の巨人たち展
10：00～18：00

無料 株式会社WAO！ 
092-481-23613/30 土

3/31 日 10：00～17：00



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

3/3（日） DVD上映会 『君の名は（第3部）』 
（1954年、監督：大庭秀雄、124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

  １階／エントランス

3/10日） 建物竣工95周年記念クラシックコンサート
開始…14：00～　演奏者…ヴァイオリン：大井孝子氏、ピアノ：山根浩志氏　
定員…50名（先着順）　観覧…無料　大正13年に旧逓信省下関電信局電話課庁舎として竣工し、今
年で95年を迎えたことから、クラシックコンサートを開催します。

  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）

3/5(火) 
～6/2(日) 春季所蔵品展「写真と見る絹代の愛用品」 遺された写真とともに田中絹代の愛用品や、昭和43年（1968年）4月24日に下関を故郷とする絹代と木暮

実千代が、明治維新百年を記念する「先帝祭」に特別参加した際の記念品等をご紹介します。

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

3/2 土 平成30年度 慈光保育園発表会 9：15～13：00 無料 社会福祉法人慈光保育園　083-231-2970

3/9 土
第9回 認知症下関大会 

認知症新時代　これからの生き方・支えあい方
～地域を舞台に広がる可能性～

13：30～16：30 500円 
※事前購入制

認知症を地域で支えるまちづくり
下関ネットワーク委員会事務局 

（アイユウの苑　辻中）083-266-8287

3/13 水
下関市民劇場　3月例会 

前進座公演「裏長屋騒動記」
18：30～21：10

会員制 下関市民劇場 
083-232-40653/14 木

3/15 金 13：00～15：40

3/17 日 日本民謡絃栄会発表会 10：30～15：30 無料 日本民謡絃栄会 （中島）083-252-2083

3/24 日 Chanter XIV 未定 無料 株式会社リトル・ノート （神野）090-1337-2747

3/28 木 第40回 豊浦高等学校吹奏楽部定期演奏会 18：30～20：30 500円 山口県立豊浦高等学校 （檜原）083-245-2161

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

3/3 日 下関ウインドアンサンブル 
第78回ピックアップコンサート 14：00～16：00 無料

下関ウインドアンサンブル事務局
（（株）西部水道機器製作所内・田代） 

083-232-8114

3/10 日 ピアノ　ステップ 未定 無料 （神野）090-1337-2747

3/13 水 3.13全国重税反対統一行動下関集会 13：00～14：00 無料 下関民主商工会　083-223-2328

3/15 金 ジョイントコンサート ～春によせて～ 15：00～17：00 3,000円 下関リトミック音楽教室 （田辺）083-231-7912

3/16 土 第20回「歌うよろこびをともに」 
ジョイントコンサート 14：00～16：00 1,000円 （福谷）090-4807-1451

3/17 日 ピアノ・ヴァイオリン発表会 13：00～16：30 無料 (濵本)090-7544-1175

3/17 日 CONtRAST 
風のホール アコースティック・ライブシリーズ 19：00～

一般3,500円 
財団友の会3,200円 

※未就学児入場不可

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

3/21 木 ピアノ発表会 14：00～15：45 無料 （森田）083-252-2233

3/23 土 馬関シネクラブ 3月例会 未定 未定 馬関シネクラブ (山本)083-228-2255

3/29 金 Duo Naru 2nd　BAIKO⇒TOKYO
2人のNaruの2ndコンサート 19：00～ 一般1,000円／高校生以下500円

(当日一般のみ200円増) werden-Musik　090-7778-2221

3/30 土 音楽発表会 未定 無料 （三浦）090-9732-5341

3/31 日 ピアノ発表会 9：30～16：00 無料 PSTAの会　090-8715-7739

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

3/3 日 全国珠算学校連盟山口県支部珠算競技大会 10：00～15：00 無料 （出口）083-255-6850

3/24 日 特別一般上映会
「手島郁郎の記録 ―幕屋の夜明け―」 14：00～16：00 無料 「手島郁郎の記録」上映実行委員会 

（石川）083-231-7600

3/30 土 パントマイム「リトルピーシーズ」公演 18：30～19：30 おとな3,000円  
子ども（4才以上）1,500円

NPO法人子ども劇場下関センター 
（吉田）083-254-33533/31 日 パントマイム「ちょっとぼうけん」公演 11：00～12：00
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