




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

8/4 日 杉並児童合唱団　下関公演 14：00～ 1,000円 （公財）下関市文化振興財団 
083-231-6401

8/10 土 スター☆トゥインクルプリキュア
ドリームステージ♪

①10：30～12：00 
②14：00～15：30

S席 2,800円
A席 2,300円

（当日各100円増）
劇団飛行船　06-6364-3769

8/11 日 AYAKOモダンバレエスタジオ 第８回発表会 14：00～16：30 無料
（要入場券）

AYAKOモダンバレエスタジオ 
（長田）083-245-8699

8/25 日 日韓文化交流公演2019 
釜山・下関ふれあいステージ 14：00～ 無料 （公財）下関市文化振興財団 

083-231-6401

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

8/10 土 しものせきは、みんなが子育て応援団！ 10：00～12：00 無料 下関市こども未来部子育て政策課 
083-231-1353

8/18 日
「今冨会」夏季講習会・市民講座

「二人の絆～全盲弁護士と歌手の
夢のかなえかた！」

13：00～15：30 無料
山口県立下関南総合支援学校

同窓会「今冨会」 
（安田）090-3373-0035

8/31 土 ピアノ発表会 未定 無料 井町泰子　083-254-3607

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

8/1 木

遜志書法研究会山口会書道展
9：30～16：30

無料 遜志書法研究会山口会 
（長野）090-4147-0864

8/2 金

8/3 土

8/4 日 9：30～16：00

8/10 土 真如苑DVD鑑賞会 10：00～12：00 無料 真如苑（金子）080-1633-5275

〒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］
7/2（火）

～9/29（日） 夏季所蔵品展「船戸 与一　ーデビュー40年ー」 数多くの冒険小説を手掛けた小説家「船戸与一」が生まれて40年。作家としてデビュー
するまでのエピソードを紹介。また、絶筆「侠骨の譜」直筆原稿も公開します。

  １階／ミニホール

8/3（土） 田中絹代ぶんか館おもしろ塾 
紅茶教室「季節の紅茶の愉しみ方」

◆講師　江島智子 氏　時間…14：00～15：30　定員…20名　材料費1,000円 
丁寧に淹れた紅茶とお茶に合うお菓子を楽しみながら午後のひとときを過ごしませんか？

8/4（日） DVD上映会 『あゝ声なき友』
（1972年、監督：今井正、103分）

上映…①10：00～　②14：00～　出演…渥美清、小川真由美、財津一郎、倍賞千恵子 ほか
定員…40名（先着順）　観覧…無料

8/10（土） 親子ポーセラーツ教室
時間…①10：30～12：00　②14：00～15：30　対象…小学校1年生～6年生とその保護者
定員…各10組（20人）　材料費…2,500円　※親子一組（マグカップ2個）・子供一人追加
毎1,000円　好きなシールを貼って、自分だけのマイマグカップを作りませんか？

  １階／エントランス
7/20（土）
～8/4（日） パーチメントクラフト教室作品展 田中絹代ぶんか館で開催しているパーチメントクラフト教室（紙から創り出すレースの

ようなペーパーアート）の生徒による作品展を開催します。

  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）

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。



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

※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

8/3 土 山口県立下関中等教育学校 管弦楽部
第12回定期演奏会 13：30～15：30 500円 山口県立下関中等教育学校　　　　　　　　　　　

（武田・岡本・清水） 083-266-4100

8/5 月 海のホール バックステージツアー 2019 14：00～16：00 無料（要事前申し込み） （公財）下関市文化振興財団 
（DREAM SHIP） 083-231-1234

8/8 木 第13回下関市芸術文化祭 
「下関地区演劇連盟合同発表会」

10：10～17：00
無料 山口県立下関中等教育学校　　　　　　　　　　　

（戸嶋） 083-266-41008/9 金 10：10～18：00

8/10 土 ながら児童合唱団・下関少年少女合唱隊
交歓演奏会 17：30～19：30 無料（要整理券） 下関少年少女合唱隊事務局　　　　　　　　　　　

090-7379-1381

8/11 日 ひまわりチャリティコンサート2019 14：00～16：00
一般 1,500円／学生 1,000円
（一般のみ当日300円増）　　　　

※未就学児無料

ひまわりチャリティコンサート実行委員会 
（下田） 083-229-1500

8/12 月 下関ウインドアンサンブル 第46回定期演奏会 13：30～16：00
1,000円 ※高校生以下無料

（前売券は1枚で
2名様まで入場可）

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

8/13 火 下関市きずな音楽祭　vol.1 13：30～15：30 5,000円 （当日500円増） 下関きずな音楽祭プロジェクト 080-1642-4419

8/18 日 第6回 Glänzen Ballet family concert 14：00～16：00 無料（整理券有） Glänzen Ballet （土井） 080-1647-7847

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

8/3 土 クァルテット  エクスプローチェ 16：00～18：00
一般 3,000円／学生 1,500円

（当日500円増）
※未就学児入場不可

（市） 050-3707-5887 
（正田） 080-1745-6644

8/4 日 第47回 山口ギターコンクール 10：00～ 1,000円 山口県ギター音楽協会（塩田）090-6838-2954

8/7 水 ～おいでまっせ～　立川志の八
第三回里帰り落語 18：30～21：00 3,500円 （当日500円増） 株式会社イソップエージェンシー 

092-283-1780

8/10 土 梅光学院高等学校音楽科卒業生による
 同”奏”会コンサート　2019 13：00～16：00 無料 （原田） 080-3872-7086

8/11 日 ハワイアンコンサート 13：00～16：00 無料 カウルレフアイカノエラニ  090-5282-5324

8/12 月 ゆめキッズ　7周年ライブ 16：00～18：30 大人 1,500円 ※小学生以下無料 ゆめキッズプロジェクト（末次）083-252-6112

8/16 金 コンサート×おしばい 「ベートーヴェン物語」 19：30～20：30 3,000円 一般社団法人みむみむの森 070-5570-7294

8/17 土 ピアノ発表会 15：30～17：00 無料 （山根） 083-256-5042

8/18 日
CONtRAST

風のホール アコースティック・ライブシリーズ
礒絵里子（ヴァイオリン）＆新居由佳梨（ピアノ）

19：00～
一般 3,500円　　　　　　　　　　　　

財団友の会 3,200円　　　　　　　　
※未就学児童入場不可

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

8/24 土 Duo IRIS（イリス）　デビューコンサート 
～ピアノとオーボエの夕べ～ 19：00～20：30 1,000円 （綾目）090-7897-8983

8/28 水 劇団カラフル特別公演 「熱海殺人事件」 18：30～19：30 無料 下関市立大学 演劇部 （坪根） 080-2932-4702

8/30 金 下関市立大学 Acappe*love　夏ライブ 12：00～15：45 300円（当日200円増） 下関市立大学アカペラサークル
 （坂本） 090-8398-6029

8/31 土 Fantastic Piano Concert 14：00～16：00 無料 （原田） 080-3872-7086

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

8/9 金 クレヨン画教室　2019 10：00～12：00
受講料／１組500円 
材料費／１組400円 
※要事前申し込み

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

8/18 日 第42回 「NLAナキワラ2019」 山口県ライブ 13：00～15：00 無料 NPO法人NLA運動実行委員会山口県
083-257-0744

8/24 土 第43回こども絵画コンクール 10：30～11：30 無料 住友生命保険相互会社山口支社
 （住田） 083-232-7965

8/24 土
槇田塾拡大セミナー

「プロフェッショナルに学ぶ 特別支援教育を
視野に入れた学校づくり・学級づくり」

13：00～16：30
教員 4,000円
一般 3,000円
学生 2,000円

（安冨） 083-232-7226
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