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
E-mail info@s-dreamship.jp
HP https：//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）

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

木

令和3年度 にぎわいの創出事業
「マリンバミニコンサート」

12：15～12：45

無料
（会場：海のホール ホワイエ）

（公財）下関市文化振興財団
（ドリームシップ）083-231-1234

3/12

土

令和3年度 慈光保育園

関係者のみ

関係者のみ

社会福祉法人 慈光保育園 083-231-2970

3/17

木

3/18

金

会員制

下関市民劇場
083-232-4065

3/19

土

3/20

日

国際ソロプチミスト下関認証45周年記念
久保千尋チャリティーコンサート

14：00～16：00

一般 3,000円
（当日500円増）
学生 1,500円

国際ソロプチミスト下関
（久保）083-282-1468

3/21

月

ザ・クロマニヨンズ ツアー
SIX KICKS ROCK＆ROLL

18：30～

6,800円

3/24

木

山口県立豊浦高等学校吹奏楽部
第43回 定期演奏会 拈華微笑

18：30～

前売400円
（当日100円増）

山口県立豊浦高等学校吹奏楽部
083-245-2161

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

3/11

金

3.13重税反対全国統一行動下関集会

13：00～14：00

無料

下関民主商工会

083-223-2328

3/12

土

音楽会「こんにゃくざのおんがくかい」公演

18：30～19：30

おとな 1,100円
子ども
（４才以上）600円

下関子ども劇場

090-3170-7307

3/13

日

第13回 山口ギターフェスティバル

12：30～

無料

山口県ギター音楽協会
（塩田）090-6838-2954

3/18

金

会員制

馬関シネクラブ
083-228-2255
（山本）070-5522-6503

発表会

下関市民劇場 3月例会
劇団文学座公演
「一銭陶貨 ～七億分の一の奇跡～」

18：30～21：00
13：00～15：30

19：00～

馬関シネクラブ 3月例会

①10：30～
②14：00～

YUMEBANCHI

082-249-3571

3/19

土

3/21

月

ピアノ発表会

13：00～16：00

無料

（濵本）083-253-8271

3/26

土

音楽発表会

13：30～16：30

無料

（miura）083-232-6705

3/27

日

甦る古典の響き
柳瀬和子 第五回 筝曲地歌演奏会

①12：00～14：30
②16：00～18：30

一般 3,000円
高校生以下 1,500円

絃照会
（柳瀬）083-231-4051

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

3/6

日

下関こども育成フォーラム
非認知能力 ～未来を生き抜く力～

①10：30～12：00
②13：30～16：00

無料
※要事前申込

一般社団法人下関青年会議所
（松村）083-231-6544

※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）
〒750-0008 山口県下関市田中町5番7号 TEL.083-250-7666 FAX.083-231-0469
E-mail info@kinuyo-bunka.jp
HP https：//www.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。

１階／ふるさと文学館［観覧無料］
1/5（水）～

冬季所蔵品展「船戸与一」

ダイナミックな作風で「冒険小説」
という分野を確立したのはこの人だ、
という評価も
ある船戸与一。世界を、歴史を、縦横に操る骨太な船戸作品を紹介します。

１階／ミニホール
3/6（日）

名画劇場『はじまりのみち』

（2013年、監督：原恵一、96分）

２階／田中絹代記念館［観覧有料］
3/8（火）～

春季所蔵品展「先帝祭」

上映…①10：00～ ②14：00～
出演…加瀬亮、田中裕子、濱田岳、大杉連 ほか
定員…30名 要予約 観覧…無料

［個人］一般210（160）円／小･中学生100（80）円 ※（ ）は20名以上の団体割引。
その他半額になる場合があります。
（要証明書・手帳など）

昭和43年（1968）
、明治維新100年と下関市制80周年を記念して、田中絹代と木暮実千代
は先帝祭に招かれて参加しました。
そのときの遺品を紹介します。
（令和4年2月16日現在）

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
E-mail info@scpf.jp
HP https：//www.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）

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

3/13

日

橋元才平翁記念
第24回 ファミリーコンサート
金子三勇士・中野翔太 デュオリサイタル

13：30～

一般 2,500円
高校生以下 1,000円
※当日は一般のみ200円増

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

3/19

土

一日通し券 1,000円

しものせき海峡映画祭実行委員会
（三宅）083-242-5066

3/21

月

手嶌葵 15th Anniversary Concert
～Simple is best～

15：00～

6,000円

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

3/23

水

第29回 下関地区高等学校演劇連盟
合同公演

18：00～19：30

無料

下関地区高等学校演劇連盟
（長府高校）083-245-0108

3/26

土

山口県立長府高等学校
第28回 吹奏楽部定期演奏会

14：00～16：00

前売 400円
当日 500円

山口県立長府高等学校
083-245-0108

3/27

日

スプリングコンサート2022

18：30～20：30

前売 400円
当日 500円

下関西高シンフォニックウィンズ
083-222-0892

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

3/12

土

PERFORMANCE FESTIVAL 2022
IN SHIMONOSEKI

14：30～16：30

前売 2,000円
当日 2,500円

株式会社LINKFOR
（舘林）090-4356-8376

3/13

日

無料（先着200名）
※要事前申込

下関市市民部 人権・男女共同参画課
083-222-0827

3/20

日

琴浦会音楽園発表会

13：00～19：00

無料

琴浦会音楽園
（藤村）083-245-0200

3/27

日

第52回 三木妙子門下生発表会

13：30～16：00

無料

三木ヴァイオリン教室
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

3/23

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

第10回 海峡映画祭
10：00～19：30
「ありがとう 佐々部清監督を偲ぶ映画とトーク」

下関市男女共同参画意識啓発事業
13：30～15：45
映画上映会「82年生まれ、
キム・ジヨン」

※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。 （令和4年2月16日現在）

