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宝くじ文化公演

平成28年

出発式 15:45～姉妹都市ひろば
①16:00～出発 姉妹都市ひろば ⇒ カモンワーフ ⇒
⇒ 唐戸 ⇒ 市役所前
②17:40～出発 海峡メッセ下関前 ⇒ 海峡ゆめ広場
親書交換式 18:00～海峡ゆめ広場

松竹特別公演
「芝桜」
平成28年 9月10日(土)

下関市・釜山広域市姉妹都市締結40周年記念

ドリームシップ 海のホール (下関市生涯学習プラザ)

先着700名様

日韓文化交流公演2016
平成28年 8月21日 日

韓国のり １袋
プレゼント
１３:３０～配布

海のホールロビーにて…通信使衣装及びおもてなし料理展示

ドリームシップ 海のホール (下関市生涯学習プラザ)
開演14:00（開場13:30）

ステキな景品
が当たる！

抽選会開催！

１階ロビーにて…40周年記念パネル展開催

下関・釜山ふれあいステージ

両市の文化団体が繰り広げる華麗な舞踊・音楽をお楽しみに！

Program（予定）
１．下関市国際親善名誉市民章 贈呈式
２．『下関・釜山ふれあいステージ』
～休憩～

３．駐広島大韓民国総領事館主催 『K-POPのひと時』
４．お楽しみ抽選会

駐広島大韓民国総領事館主催 記念イベント

UP SCALE

K-POPのひと時

高校生以下500円 (当日700円)

平成28年度

朝鮮通信使とは……室町時代から江戸時代にかけて、朝鮮王朝が日本に派遣した
「外交使節団」(300人から500人)で、友好関係の維持や将軍の代替わりを祝賀す
ることを主な目的としました。「通信」とは「信（よしみ）を通わす」という意味です。

)

一般1,000円 (当日1,200円)

釜山芸術団

釜山市立舞踊団

開演14:00（開場13:30）
全席指定 4,500円

※財団友の会は4,000円
※未就学児入場不可

『芝桜』あらすじ 昭和初年のこと。一流芸者置屋である「津川屋」には、蔦代と正子の看板娘がいた。
口が達者で如才ない蔦代、ひかえめで行儀のよい正子。ともに美人であるが性格は全く違う。女将は正子
を一流の芸者に育てようと期待を寄せており、早くから鉄鋼会社を経営する一流財界人の江藤真吾が旦
那になると決まっていた。それに比べて、蔦代は貧しい家の生まれで、機転はきくが文字も書けず、小ずるさと
同時にチャッカリ屋の娘だった。対照的な二人であったが、大の仲良しでお互いに相談しあう仲であった。とこ
ろが正子に心底惚れた芳沢仙七という歌舞伎役者の恋人が出来てから二人の運命が軋み出す……。

森 麻季 ソ プ ラ ノ ・ リ サ イ タ ル ピ ア ノ ： 山 岸 茂 人
平成28年 10月1日(土) 美 し き デ ィ ー ヴ ァ ！ 心 に 沁 み る 愛 の 歌
ドリームシップ 海のホール
(下関市生涯学習プラザ)

開演14:00（開場13:30）

G - Bounce

全席自由

大人2,500円

高校生以下 1,000円

MR.MR

team-T.D
主催：下関市・(財)釜山文化財団

好評
発売中

【プレイガイド】 ドリームシップ、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(菊川)
ローソンチケット(Lコード：62824)、チケットぴあ(Pコード：451-598）

駐広島韓国総領事館が贈るMR.MRとG-Bounceの公演

発行

【プレイガイド】
アブニール（菊川）
ドリームシップ
下関市民会館
好評
シーモール「ラン」
発売中
ローソンチケット
（Ｌコード：61610）

※この公演の入場料は、宝くじの助成により特別料金になっています。
※２歳以下は入場無料。ただし、座席を使用される場合は有料。
※前売入場券が完売した場合は、当日の販売はありません。
涙と笑いを織り交ぜながらの感動的なミュージカル。親子でぜひご観賞ください。

参加者は、姉妹都市の韓国・釜山広域市から来関した市民と
これに公募の下関市民が加わります。総勢230人の両国市民が
通信使衣装を身に着け、楽隊の演奏と共に市内を行進する様子
は、両国の深い絆を象徴しています。

(

8月7日(日)

開演14:00（開場13:30）
全席
自由

8月

劇団東少ミュージカル

アブニール(菊川)

)
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しものせき馬関まつり参加事業

朝鮮通信使行列再現2016
平成28年 8月20日 土

平成28年(2016年)

※財団友の会・大人2,300円
※大人のみ当日各200円増
※未就学児入場不可

下関平家踊保存会馬関連

協賛：関釜フェリー、シーモール下関専門店街、ホテルヴィアイン下関、コカ・コーラ ウエストベンディング㈱
在日本大韓民国民団山口県地方本部、大韓民国教育部下関韓国教育院、下関市日韓親善協会

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] 083-235-0800 [HP] http://www.scpf.jp [E-mail] info@scpf.jp
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発行

Program (予定)
●久石 譲 Stand Alone ～NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」
メインテーマ～ ●菅野よう子 花は咲く ～NHK「明日へ」東日
本大震災復興支援ソング～ ●グノー 歌劇「ロミオとジュリエット」
より “私は夢に生きたい” ほか
※プログラムは都合により変更になる場合があります。ご了承ください。

好評発売中

【プレイガイド】
ドリームシップ、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(菊川)、ローソンチケット（Ｌコード：62067）
チケットぴあ（Ｐコード：299-791）

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] 083-235-0800 [HP] http://www.scpf.jp [E-mail] info@scpf.jp
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下関市生涯学習プラザ（愛称：ドリームシップ）
TEL.083-231-1234

下関市民会館

〒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

[E-mail] info@s-dreamship.jp

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について（平成29年８月分）

展示室の
ご紹介

〇使用予約受付日
抽

選

日：平成28年

8月1日(月) 13:00受付開始

[概要]
422平方メートル
陳列ケース3面
延45メートル

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・会議室
平成29年8月1日(火)～8月31日(木)
：展示室
平成29年8月7日(月)～9月3日(日)

絵画 、書、工芸、手芸、写真等あらゆる作品の展示ができ
ます。また営利目的としても使用できますのでご相談ください。

※市民会館は現在耐震補強工事で休館中のため、抽選会場は「下関市
生涯学習プラザ」 (細江町)で行います。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。

※展示パネル、長机、展示用具、スポットライト等備わって
います。

詳しくはお問い合わせください。 下関市民会館 TEL.083-231-6401

下関市立近代先人顕彰館（愛称：田中絹代ぶんか館）
〒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
■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
■夏季所蔵品展「林芙美子」

[E-mail] info@kinuyo-bunka.jp

■期間：7/5(火)～10/2(日)

[観覧無料]
ベストセラー「放浪記」や代表作「浮雲」。そして絶筆となった「めし」などを紹介します。

１階／ミニホール
■８/７(日) 「DVD上映会：開戦の前夜」

[観覧無料]

(1943年、監督：吉村公三郎、108分)
上映：①10:00～ ②14:00～ 出演：田中絹代、木暮実千代、上原謙 ほか
定員：40名（先着順）

２階／田中絹代記念館

[観覧料必要]

[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)

■夏季所蔵品展「絹代の思い出」

■期間：5/24(火)～8/28(日)

絹代の遺品の中から住まいに関する資料と、昭和24年に渡米した際の記念品を
紹介します。

ミニホール

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

●ミニホールご利用の案内

ミニホール使用料

顕彰館には会議等ができるミニホールがあります。最大で40名ほどの収容が
可能です。営利目的での利用はできませんが、句会や話し合いの場所として
ご利用いただくことができます。
机や椅子、設置されている機材、冷暖房費についての利用は無料です。
詳しくは顕彰館までお問い合わせください。

〒750-0016 下関市細江町3-1-1

FAX.083-242-6234
[HP]http://s-dreamship.jp
■開館 9:00～22:00（受付は21:00まで）

月日

曜

海のホール イベント

開演時間(予定)

入場料

お問合せ先

8/2

火

子供アニメ映画会

10:00～11:35

900円

エイコウシャ 080-8431-3889

8/4

木

山口県立下関中等教育学校管弦楽部
第9回定期演奏会

17:30～19:30

500円

山口県立下関中等教育学校
083-266-4100

8/5

金

和田青児 森山愛子ジョイントコンサート

12:00～16:00

8/6

土

下関ウインドアンサンブル
第43回 定期演奏会

18:30～20:45

8/7

日

第29回桜井バレエスタジオ オン・ステージ

14:30～16:00

8/10

水

10:00～17:00

8/11

木

第10回下関市芸術文化祭
下関地区高等学校演劇連盟発表会

8/21

日

日韓文化交流公演2016
下関・釜山ふれあいステージ、K-POPのひと時
ほか、お楽しみ抽選会開催

8/24

水

真夏の夜のさわやかコンサート

8/26

金

8/27

土

8/28

日

月日

曜

風のホール イベント

8/7

日

8/13

※小学生以下無料

S席 3,500円
A席 3,000円
1,000円
※中学生以下無料

㈲オフィス九州 096-288-2227
下関ウインドアンサンブル事務局
（㈱西部水道機器製作所内 田代）
083-232-8114

無料

桜井バレエスタジオ 083-255-0776

無料

下関地区高等学校演劇連盟
（事務局：下関中等教育学校）
083-266-4100

14:00～

無料

(公財)下関市文化振興財団
083-231-6401

18:30～20:30

一般 3,000円
学生 2,000円

荘村清志下関後援会
(升本) 083-267-3330

会員制

下関市民劇場 083-232-4065

開演時間(予定)

入場料

お問合せ先

第44回山口ギターコンクール

10:00～18:00

1,000円

山口県ギター音楽協会
(塩田) 090-6838-2954

土

図書館歴史講座

14:00～15:30

8/14

日

モノ・サックス
クラシカル サクソフォーン コンサート

14:00～16:00

大人 1,000円
高校生以下 500円

MONO-Sax(佐坂) 090-6838-7368

8/25

木

下関市立彦島中学校吹奏楽部
第3回定期演奏会

13:30～16:00

無料

下関市立彦島中学校 083-266-5266

8/26

金

馬関シネクラブ 8月例会

①10:30～
②14:00～
③19:00～

会員制

馬関シネクラブ 083-228-2255

8/27

土

ピアノ発表会

14:00～16:00

無料

中村明美 083-253-4800

8/28

日

第22回下関平和コンサート

14:00～16:00

1,000円
（当日1,500円）

ピース21下関平和コンサート実行委員会
(山中) 080-1908-9571

月日

曜

宙のホール イベント

開演時間(予定)

入場料

お問合せ先

下関市民劇場8月例会
エイコーン公演「松井須磨子」

10:00～18:00

18:30～20:30
18:30～20:30
13:00～15:00

無料
(要事前予約)

下関市立中央図書館 083-231-2226

時
間

午 前
9時30分～12時

午 後
13時～17時

8/11

木

第39回ＮＬＡナキワラ2016！山口県ライブ

13:00～15:00

無料

NPO法人 ＮＬＡ山口県
092-573-5066

使
用
料

410円

560円

8/23

火

学院説明会

12:00～15:00

無料

代々木アニメーション学院
082-504-9110

8/24

水

関門海峡・温故知新塾 第3回目
講義：下関発祥の食文化

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

8/31

水

市民文化セミナー（第1分野）第3回目
講義：田中絹代と木暮実千代

10:00～11:50

無料

下関市教育委員会教育部 生涯学習課
083-231-2054

970円

※主催者様の都合により開演・終演等が変更されることがあります。各イベントに関してのご質問は「お問合せ先」へお願いします。
自動ドア
エレベーターは
オーカ装置に
お任せください
〒751-0856 下関市稗田中町18-3

0120-53-0333

（下関営業所）
〒751-0806 下関市一の宮2-13-3 TEL：083-257-2000

臨時休館日のお知らせ
消防法に基づく消防設備保守点検及び電気事業法に基づく受電設備の年次点検を実施するため下記のとおり臨時休館
をいたします。ご迷惑をお掛けしますが何卒ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
○臨時休館日：平成28年9月30日(金) 終日 ○ドリームシップ全館（下関市生涯学習プラザ及び下関市立中央図書館）

