




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

6/2 日 スタジオフォール第20回記念公演
The 20th FALL in DANCE 15：30～

S指定席 4,000円 
A席 3,000円 

当日券 3,500円（A席のみ）

スタジオ・フォール 
083-252-7511

6/7 金 高嶋ちさ子 with Super Cellists 18：30～
前売 5,500円

財団友の会 5,000円
当日各500円増し

公益財団法人下関市文化振興財団 
083-231-6401

6/8 土 T-BOLAN 30th Anniversary LIVE
Tour the Best 17：30～ 全席指定 6,800円 下関ライオンズクラブ 

（キョードー西日本）0570-09-2424

6/9 日 第62回山口県吹奏楽連盟下関地区 
定期演奏会 10：00～16：00 無料 山口県吹奏楽連盟下関地区 

（早鞆高校内）083-231-0080

6/15 土
フラフェスティバル

10：30～16：00 前売 1,500円
当日 1,700円

中四国ハワイアン協会 
089-998-87806/16 日 10：30～16：30

6/22 土 DRUM TAO　ザ・ドラマーズ ①13：30～ 
②17：30～

SS席7,500円／S席6,500円 
当日各500円増し TAO山口公演事務局 083-287-0919

6/28 金 坂東玉三郎　下関特別公演 14：00～ SS席 15,000円 
S席 12,000円／A席 8,000円

坂東玉三郎下関公演実行委員会 
080-2898-6944

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

6/2 日 いけばな池坊巡回講座ーikenobo2019ー 10：00～15：00 無料（関係者） 池坊下関橘会支部（太田）083-266-5692

6/9 日 第47回定期演奏会　下関三曲連盟演奏会 12：30～16：00 無料 下関三曲連盟（山本）090-4899-2707

6/16 日 木暮実千代の会　第2回市民劇公演 14：00～16：00 無料 木暮実千代の会（石原）080-6311-1383

6/18 火 第76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

6/23 日 朗読劇「平家物語」原文朗誦 14：00～16：00 前売 一般 1,500円 劇団海峡座 （武部）083-232-3674

6/29 土 上野千鶴子講演会「おひとりさまの最期」 13：15～15：30 500円 高齢社会をよくする下関女性の会ホーモイ 
（田中）083-253-4892

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

6/1 土
みんなの花展ーはな・遊　PART20ー

10：00～17：00
無料 一般財団法人小原流下関支部 

083-224-00746/2 日 10：00～16：00

6/4 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

6/7 金

第45回日本習字藤栄会展
9：30～17：00

無料 日本習字藤栄会 
083-242-15776/8 土

6/9 日 9：30～16：00

6/30 日 海外支援活動報告会とバザー 10：00～16：00 無料 世界平和女性連合山口第5連合会 
（田中）080-4264-6353



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

6/2日） DVD上映会 『母の戀文』 
（1935年、監督：野村浩将、106分）

上映…①10：00～　②14：00～　出演…高杉早苗、小林十九二、吉川満子、坪内美子　ほか
定員…40名（先着順）　観覧…無料

6/8（土） 田中絹代ぶんか館ミニコンサートvol.2
◆演奏者　ごきげんな旅人　開演…14:00～　定員…40名（先着順）　入場無料　　　　　　　　　　　　　　　　
オリジナル曲を中心に音楽だけではない空間を創り出すミュージックトラベラー。横浜、
横須賀、東京、大阪などのライブハウスやカフェなどで勢力的に活動中。

6/16（日） きぬよ亭落語 ◆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　申込不要　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？

6/29（土） 防災講座「館長は防災士～雨のはなし～」
◆講師　田中絹代ぶんか館館長　槇本惠介　開演…14：00～　定員…40名（先着順）　
入場無料　申込不要　防災士でもある田中絹代ぶんか館館長が、災害の話を地域の実
情に合わせてお話しします。

  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）

6/4火） 
～9/1日） 夏季所蔵品展「日米親善藝術使節」 2年連続で毎日映画コンクールの女優演技賞に輝いた功績から、日米親善藝術使節に選

ばれた絹代。渡米した際のエピソードや記念品などを紹介します。

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

6/2 日 辛島美登里　下関スペシャル・ライブ 15：00～ 一般5,000円／財団友の会4,500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

6/5 水 梅光学院高等学校音楽科　第46回定期演奏会 14：00～16：00 無料 梅光学院高等学校（山根）083-227-1200

6/16 日 第39回山口県立下関南高等学校管弦楽部演奏会 14：00～16：00 500円（当日100円増） 
※小学生以下無料

山口県立下関南高等学校 
083-222-4039

6/23 日 下関市民合唱団2019定期演奏会 14：00～16：00 1,000円（一律）※中学生以下無料 下関市民合唱団（冨永）083-223-5856

6/29 土 第50回山口県回復期リハビリテーション病棟研究会 13：30～16：30 500円（一律） 山口県回復期リハビリテーション病棟研究会 
（有間）083-231-3888

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

6/2 日 下関ウインドアンサンブル第79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

6/8 土 石飛祥一　フルートリサイタル 14：00～16：00
一般 2,000円　　　　　　　　　　

学生（大学生以下）1,000円
（当日割増なし）

（石飛）090-1680-1781

6/9 日 岡田将＆正戸里佳
ベートーヴェンヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会第2回 14：00～16：00 指定席 完売 

自由席 5,000円 メロディー音楽企画（香河）083-231-7898

6/14 金 東亜大学 芸術学部 トータルビューティー学科
2019年度卒業制作ヘアショー 18：00～19：00 無料 東亜大学 083-256-1111

6/16 日 あいねくらいねなハートムジーク 14：00～16：30 一般 2,000円／学生 1,000円
（当日500円増） 下関音楽人の会（中野）090-9608-2737

6/23 日 ピアノ発表会 14：00～16：30 無料 （大嶋）083-253-1114

6/24 月 馬関シネクラブ　6月例会 未定 会員制 馬関シネクラブ（山本）083-228-2255

6/29 土 下関シャンソン教室　パリ祭 14：00～16：30 無料 下関シャンソン教室（石田）090-1357-6131

6/30 日 NPO法人最終審査会 14：00～17：30 無料 NPO法人芸術文化若い芽を育てる会 
（水内）080-5626-2010

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

6/2 日 大人のためのいまドキッ!子ども講座2019
キックオフ講演会　コウノドリ先生からの命の伝言 13：30～15：30 無料 チャイルドラインしものせき 

（中川）083-256-6888

6/6 木 市民文化セミナー（第1回目） 14：00～15：50 無料 下関市教育委員会教育部生涯学習課 
083-231-2054

6/7 金 ノーリフト介護に関するセミナー 13：30～15：30 無料 ㈱ホームケアサービス山口（藤井）083-248-7788

6/8 土 笑劇☆紙芝居しばいその１ 18：30～19：45 おとな 2,600円 
子ども（4才以上）1,100円

NPO法人子ども劇場下関センター 
（吉田）083-254-3353

6/14 金 ファン・デグォン　上映会・お話し会 18：00～20：30 一般 1,800円／学生 1,000円
（当日200円増）※小学生以下無料 株式会社素敬（尾形）083-232-1226

6/15 土 くらしの見直し講演会 13：00～15：00 無料 生活協同組合コープやまぐち問い合わせセンター 
0120-49-5657

6/16 日 リトミック講習会 10：00~16：00 3,000円（一律） （田辺）083-231-7912

6/21 金 家庭教育推進事業　リトミック講座 10：00～11：40 無料 下関市連合婦人会（尾辻）083-233-1170

6/22 土 公共空間利用のまちづくり講演事業 14：00～17：30 無料 一般社団法人下関青年会議所（八木）083-231-6544
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