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ステージのすばらしさ、感動とやすらぎをあなたに。

下関市文化振興財団
百花繚乱のものまね 抱腹絶倒の
ネタの数々に会場は大爆笑！
似てる！笑える！楽しめる！

文化事業ラインナップ
優秀映画鑑賞推進事業
ドリームシップ名画劇場
9/11(日)
12(月)

清水ミチコ
トーク&ライブ2016

3月

[平成28年度]

開運！なんでも鑑定団
出張鑑定 in下関（仮）
2017.1/15(日)

4/12(火)
森 麻季
ソプラノ・リサイタル
10/1(土)

宝くじ文化公演
劇団東少ミュージカル「白雪姫」
8/7(日)

妃

瀬戸内美八

白雪姫

ジェイミー夏樹

王子

◎これ以外に落語、おもしろオペラ塾
など調整中です。
◎開催会場は
『下関市生涯学習プラザ』です。

©Yuji Hori

溝呂木 賢

あっ！と驚く実験の数々
科学って面白い！

松竹特別公演「芝桜」
9/10(土)

※宝くじ文化公演「白雪姫」は、下関市
菊川ふれあい会館で行います。

米村でんじろう
サイエンスショー
12/25(日)

【出演】

中田喜子

水野真紀

橋元才平翁記念
第19回ファミリーコンサート
2017.3月予定

◎開演、料金等は未定です。
決まり次第、掲載をいたします。

これらの情報が
いち早く届きます！

名高達男

下関市文化振興財団[友の会] 平成28年度 新会員募集中！

詳しくはお問い合せください。
友の会事務局 TEL.083-231-1234

○年会費 個人会員2,000円、グループ会員3,000円
○特 典 財団指定の文化事業のチケット先行発売・割引。文化イベント情報誌「かるちゃあGUIDE」の無料送付など。その他特典があります。

橋元才平翁記念第18回ファミリーコンサート

川本嘉子viola & 吉野直子harp

デュオ・リサイタル
With 下関市立熊野小学校・合唱クラブ

第2回下関おもしろ狂言塾
「室町時代にタイムスリップ！」
狂言を知らない、見た事がない方必見！
平成28年

3月20日(日)

下関市生涯学習プラザ 海のホール
開演14:00（開場13:30）
全席自由 1,000円
©武藤 章

平成28年

3月6日(日)

下関市生涯学習プラザ 海のホール
開演14:00（開場13:30）
全席自由 大人2,500円
高校生以下1,000円
※財団友の会は大人券のみ2,300円
※当日は大人券のみ200円高
※未就学児入場不可
【プレイガイド】（好評発売中）
下関市生涯学習プラザ、下関市民会館
下関市役所売店、シーモール「ラン」、アブニール
ローソンチケット (Lコード64404)

発行

※中学生以下無料(要整理券。先着100名様)
【プレイガイド】（好評発売中）
下関市生涯学習プラザ、下関市民会館
下関市役所売店、シーモール「ラン」、アブニール
ローソンチケット(Ｌコード：64902)

清水ミチコ トーク&ライブ2016
平成28年

4月12日(火)

下関市生涯学習プラザ 海のホール
開演18:30 （開場18:00）
全席指定 3,500円
※財団友の会は3,000円
※未就学児入場不可
【プレイガイド】 （好評発売中）
下関市生涯学習プラザ、下関市民会館
下関市役所売店、シーモール「ラン」、アブニール
ローソンチケット（Ｌコード：64897
チケットぴあ（Ｐコード：285-298）

演目 ***【柿 山 伏】 【末広かり】
狂言のお話。 地元高校生による狂言体験あり。

野村万禄

宮永優子

吉住 講

吉良博靖

公益財団法人下関市文化振興財団 事務局）〒750-0025 下関市竹崎町4-5-1 下関市民会館内
[TEL] 083-231-6401 [FAX] 083-253-0800 [HP] http://www.scpf.jp [E-mail] info@scpf.jp

下関市民会館

下関市立近代先人顕彰館（愛称：田中絹代ぶんか館）

〒750-0025 下関市竹崎町4-5-1 TEL.083-231-6401
FAX.083-235-0800 [HP]http://www.scpf.jp
[E-mail] info@scpf.jp ■開館 9:00～19:00

全館耐震補強工事で休館のため催しはありません。ただし、チケット等
の販売のため事務局は開いています。（開館9:00～19:00）
※工事終了予定・・・平成29年3月31日

下関市民会館の使用受付を再開します！

〒750-0008 下関市田中町5番7号 TEL.083-250-7666
FAX.083-231-0469 [HP]http://www.kinuyo-bunka.jp
[E-mail] info@kinuyo-bunka.jp
■開館 9:30～17:00 ■休館日 月曜(祝日の場合は翌日)

１階／ふるさと文学館
[観覧無料]
■冬季所蔵品展「中本たか子」
■期間：1月5日(火)～4月3日(日)
創作活動にひたむきに生きた波乱の生涯と作品を紹介します。

（平成29年４月分）
〇使用予約抽選日

抽 選 日：平成28年 4月1日(金) 13:00受付開始
抽 選 会 場：下関市生涯学習プラザ
抽選対象期間：(大ホール・中ホール・展示室・会議室)
平成29年4月1日(土)～4月30日(日)
※市民会館は現在耐震補強工事で休館中のため、平成28年4月の使用受
付より、抽選会場を「下関市生涯学習プラザ」 (細江町)に移し行います。
ご了承ください。なお、通常の受付は市民会館の事務所にて行います。
※13:30に受付を締め切りますので、お早めにお越しください。
詳しくはお問い合わせください。 下関市民会館 TEL.083-231-6401

２階／田中絹代記念館
[観覧料必要]
■春季所蔵品展「絹代の和小物」
■期間：2月23日(火)～5月22日(日)
絹代の遺品の中から春らしい和小物と、先帝祭の写真を紹介致します。

DVD上映会
[観覧無料]
■３月６日(日) 「雪国（字幕なし）」
(1965年、監督：大庭秀雄、113分)

上映：①10:00～ ②14:00～
出演：岩下志麻、加賀まりこ ほか
会場：ミニホール 定員：40名(先着順)

下関市生涯学習プラザ（愛称：ドリームシップ）
FAX.083-242-6234 [HP]http://s-dreamship.jp
月日

曜

3/1
3/4

ホール

〒750-0016 下関市細江町3-1-1 TEL.083-231-1234
[E-mail] info@s-dreamship.jp ■開館 9:00～22:00（受付は21:00まで）

イベント名

開演時間 (予定)

入場料

火 海のホール

早鞆高等学校 卒業式

10:00～11:30

関係者

金 風のホール

福田進一 ギターリサイタル

19:00～20:45

全席自由 一般3,000円
学生1,500円 (当日各500円高)

橋元才平翁記念第18回ファミリーコンサート
川本嘉子&吉野直子デュオ・リサイタル
with下関市立熊野小学校・合唱クラブ

14:00～16:30

風のホール

第72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
(田代) 083-232-8114

宙のホール

アカペラライブ CAFe

13:00～17:00

無料

岡田 090-4697-9420

3/9 水
3/10 木 海のホール
3/11 金

下関市民劇場3月例会
劇団青年座公演「からゆきさん」

18:30～21:30
18:30～21:30
13:00～16:00

会員制

下関市民劇場
083-232-4065

3/12 土 海のホール

野々村彩乃 チャリティーコンサート

14:00～15:30

全席自由 1,500円

下関ラインオンズクラブ
083-222-2867

海のホール

佐藤康行下関公演会 「過去は自由に変えられる」

13:00～17:00

全席自由 前売3,000円

西森 080-3313-4329

宙のホール

こどもなんでも・ラスト講演
「児童生徒の現状とその支援」

10:30～

無料

勝山保育園(中川)
083-256-6888

3/15 火 海のホール

研ナオコ LOVE･LIFE･LIVE

18:30～20:30

全席指定 5,500円

MIN-ON下関 083-253-5707
NPO法人子ども劇場下関センター
083-254-3353

海のホール
3/6

日

3/13 日

3/19 土

のみ200円高) ※未就学児入場不可

早鞆高等学校
083-231-0080
山口県ギター音楽協会(塩田)
090-6838-2954
(公財)下関市文化振興財団
083-231-6401

海のホール

クラウン 「PLE-MIX のコメディー･シアター」

18:30～19:10

全席自由
大人2,000円、4才以上1,000円

風のホール

さざなみ会 ピアノ発表会

13:30～

無料

さざなみ会

全席自由 1,000円

(公財)下関市文化振興財団
083-231-6401

海のホール
3/20 日
宙のホール
3/21 月

全席自由 大人2,500円
高校生以下1,000円 (当日大人券

お問合せ先

第2回下関おもしろ狂言塾
えほん × らくご ききくらべ
(絵本作家・川端 誠 × 落語・三遊亭萬橘)

14:00～16:00

※中学生以下無料(要整理券)

13:30～

全席自由 大人1,000円、中学生
以下500円 (当日大人のみ1,200円)

こどもの広場
083-232-7956
Ballet Schatz (槇本彩子)
090-7991-8908

海のホール

Ballet Schatz バレエ発表会

14:00～16:30

無料

風のホール

ピアノ 発表会

13:00～

無料

戸髙 070-5271-9604

3/22 火 海のホール

第63回懐かしの歌声喫茶

18:00～20:30

全席自由 800円

下関市文化振興財団ボランティアの会
(中尾) 083-258-1420

3/24 木 海のホール

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2016

18:30～21:00

全席自由 前売400円(当日500円)

山口県立下関西高等学校
083-222-0892

3/26 土 海のホール

山口県立豊浦高等学校吹奏楽部
第37回定期演奏会

18:30～20:30

全席自由 前売400円(当日500円)

海のホール

第46回三木妙子門下生発表会

13:00～17:00

無料

風のホール

ピアノ発表会

14:00～16:30

3/27 日

3/29 火 海のホール
海のホール

第23回長府高等学校吹奏楽部定期演奏会
第23回〔平成27年度〕

下関地区高等学校演劇連盟合同公演

3/30 水
風のホール

馬関シネクラブ 3月例会

山口県立豊浦高等学校
083-245-2161
三木妙子ヴァイオリン教室
083-245-2825

無料

濵本 083-253-8271

全席自由 前売400円(当日500円)
※小学生以下無料

山口県立長府高等学校
083-245-0108

17:00～19:30

無料

事務局(下関西高) 083-222-0892

①10:30～
②14:00～
③19:00～

会員制

馬関シネクラブ 083-228-2255

18:30～

