




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

5/1 水 だいすけお兄さんの世界迷作劇場 
2018～2019　SPRING　TOUR

①12：30～13：30 
②15：30～16：30 3,000円 （公財）下関市文化振興財団 

083-231-6401

5/2 木 大阪桐蔭高等学校吹奏楽部
九州山口特別公演

①12：00～14：30
②15：30～18：00

一般 1,500円 
高校生以下 1,000円

大阪桐蔭高等学校吹奏楽部OB会 
（大阪桐蔭高校）072-870-1001

5/4 土 41th下関少年少女合唱隊
スプリングチャリティーコンサート 17：30～19：30 1,000円 下関少年少女合唱隊 

（坪井）090-7379-1381

5/12 日 下関市民オーケストラ
第30回定期演奏会 14：00～16：30 一般 1,700円（前売1,500円） 

学生 600円（前売500円）
下関市民オーケストラ 

（村田）090-7973-5234

5/21 火 松山千春コンサート・ツアー2019 18：30～ 8,100円 （公財）下関市文化振興財団 
083-231-6401

5/29 水 小林旭プレミアムコンサート 13：30～15：00
PS 席6,800円（当日8,000円）
SS 席5,800円（当日6,800円）

※税別

株式会社夢グループ 
03-5395-7503

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

5/5 日 カラオケ発表会 9：30～ 無料 カラオケ華華 
083-234-0787

5/22 水 山口県漁協女性部通常総会 10：30～13：00 関係者 山口県漁協女性部 
083-231-2212

5/25 土 チャン・グンソク公演
アーカイブの上映会

①13：30～16：00 
②17：30～20：00 前売 3,900円 株式会社フラウ・インターナショナル 

06-4791-2400

5/26 日 銀シャリ産地直送47都道府県ツアー 16：00～17：30 3,000円 
（前売 2,500円）

よしもとクリエイティブ・エージェンシー 
（チケットよしもと）0570-550-100

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

5/10 金

振袖大祭典

9：30～19：30

無料 株式会社一蔵　オンディーヌ小倉店 
093-533-11565/11 土

5/12 日 9：30～17：30



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］

4/2（火）
～6/30（日） 春季所蔵品展「古川 薫」

昨年5月5日、直木賞作家・古川薫氏が逝去されました。	
今回は古川氏が生前「人生の伴走者」と言っていた直木賞について、受賞するまでの
10作品を紹介するとともに、編集者として30年以上にわたって氏を支え続けた岡崎
正隆氏からの書簡も公開します。

  １階／ミニホール

5/5（日） DVD上映会 『お茶漬の味』 
（1952年、監督：小津安二郎、115分）

上映…①10：00～　②14：00～　出演…木暮実千代、佐分利信、鶴田浩二、笠智衆　ほか	
定員…40名（先着順）　観覧…無料

5/19（日） 田中絹代ぶんか館ミニコンサートvol.1
◆演奏者　ラ　グリシーヌ（ソプラノ：松藤佳子、安本正恵　伴奏：原田瞳）
開演…14：00～　定員…40名（先着順）　入場無料　　　　　　　　　　　　　　　　
春のクラシック音楽を美しいソプラノのソロやデュエットでお送りします。	

  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
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

5/2 木 サンシャインX 
キッズ&ジュニアプラス発表会 13：30～16：00 無料 サンシャインX 

（錦織）090-8714-9309

5/12 日 下関ブラス・オーケストラ 
第14回定期演奏会（25周年記念コンサート） 13：00～16：00 500円（当日100円増） 

※小学生以下無料
下関ブラス・オーケストラ事務局 

（矢内）090-6830-2827

5/23 木
下関市民劇場　5月例会 

劇団民藝公演
「夏・南方のローマンス～神と人とのあいだ～」

18：30～21：00
会員制 下関市民劇場 

083-232-40655/24 金

5/25 土 13：00～15：30

5/26 日 ベストボディ・ジャパン2019山口大会 12：30～16：00

S席 8,640円 
A席 7,560円 
B席 6,480円 
C席 5,400円 

（当日各1,080円増）

一般社団法人
ベストボディ・ジャパン協会 

03-6809-6391

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

5/1 水 昭和歌謡祭 
ゲスト：三善英史・澄川誠・瓦川ユミ 11：00～15：00 3,000円 

（当日500円増）
はかた小町 

083-222-8686

5/2 木 タンゴの節句2019 15：30～17：30

一般 3,500円 
大学生以下 2,000円 

（当日500円増） 
※未就学児無料

TLFライブいんふぉ 
093-561-8314

5/11 土 高橋和彦&夏川由紀乃 
デュオリサイタル2019

①14：00～ 
②18：00～

一般 2,500円 
大学生以下 1,500円 

（当日500円増）
（夏川）090-2298-1164

5/12 日 江崎皓介ピアノリサイタル 14：30～16：30 一般 2,000円 
　高校生以下 1,000円

江崎皓介のピアノをきく会 
090-5335-0212

5/25 土 近藤聡彦ファゴットリサイタル2019 14：00～16：00

一般 2,500円 
高校生以下1,000円
（当日各500円増） 

※未就学児入場不可

近藤聡彦リサイタル実行委員会 
（近藤）090-5373-1625

5/26 日 優雅な午後のクラシック 
～ピアノジョイントコンサートvol.2～ 14：00～15：45 1,000円 ムジカプロジェクト 

084-947-2481

5/31 金 馬関シネクラブ　5月例会 未定 会員制 馬関シネクラブ 
（山本）083-228-2255
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