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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。

GUIDE

カ

下関市民会館大ホール 開演14：00（開場13：00）

オン・ステージ［一般対象］

全席指定

日 10：00（予定）〜START

往復はがき

※カラオケ不可。※時間内でしたら何曲でも可。※ピアノを使用する場合、両日ともスタインウェイとなり
ます。それ以外の楽器はお持ち込みください。

参加費

応募方法

必要事項をご記入のうえ、
市民会館もしくはドリームシップへご持参いただくか、
FAX、
Eメールにてお申し込みください。
〇必要事項 氏名（未成年者は保護者氏名も）
・ふりがな・年齢・学年・性別・住所・携帯電話番号（連絡の付きやすい番号でお願
いします）
・メールアドレス、参加人数・演奏する楽器・曲目・作曲者名・演奏所要時間など。
※グループの場合は、
グループ名の記入及び代表者のご住所等をご記入ください。

※受付後「受付完了」の返信をお送りいたします
ので、指定料金をお振込みください。

参加費支払い方法 ①窓口にてお申し込みの際は、同時にお支払い。②FAX・Eメールの場合は後日、下関市文化振興財団事務局（市民会館内）に事

事務局窓口

前にお支払い。
（難しい方は要相談）

応募先
締切り

※毎週月・火曜日は史料館休館のためお休みい
たします。

11月18日
（金）※定員になり次第終了

お問い合わせ：
（公財）下関市文化振興財団 TEL.083-231-6401 ※締め切り後、参加者へはプログラム（順番）などを郵送いたします。

出張！なんでも
鑑定団in下関
あなたのとっておきの「お宝」を鑑定してもらいませんか。
時代、ジャンルは問いません。これはという
「お宝」を是非ご応募ください。

あなたの
お宝大募集
応募方法

●開催日（予定）
●場所

応募締切

※お一人様何点でもご応募できます。
（申込書は鑑定依頼品1点につき1枚必要です。）
※収録予定の平成29年1月15日（日）
に出場可能な方
に限ります。
※古物売買免許のある方は、
ご遠慮いただきます。
※ご応募いただいた申込書類・写真は返却いたしませ
んので、
ご了承ください。
※申込書が必要な方は、お問い合わせください。
（財団ホームページよりダウンロード可能です。）

添付写真

観覧募集！

美術品から、お菓子のオマケや
おもちゃまで
「なんでも」ご応募ください。

専用の申込書に必要事項をご記入の上、鑑
定品の写真を添付し、下記の受付まで郵送
または持参してください。

選考方法

テレビ東京の番組担当スタッフが応募書類
を詳細に検討して選考いたします。

※選考の途中経過に関しましては一切お応えできま
せん。

（連絡がない場合は不採用となり鑑定いたしません。）

受
付
①全体像がわかる写真
〒750-0025
②主要な部分（絵柄や文字等）のアップ写真
下関市竹崎町4-5-1 下関市文化振興財団
③銘や落款などの写真
上記3点以上の写真を添付してください。 「出張！なんでも鑑定団in下関」お宝係

公益財団法人下関市文化振興財団
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平成29年 月
日
（日）
ドリームシップ海のホール

米村でんじろう
平成28年

11月18日 金

ドリームシップ 海のホール（下関市生涯学習プラザ）

開演18：30（開場18：00）

12月25日 日

平成28年

全席指定 5,000円

ドリームシップ 海のホール（下関市生涯学習プラザ）

◆財団友の会・会員は4,500円
※3歳以上有料。2歳以下保護者ひざ
上に限り1名のみ無料。ただし座席
が必要な場合は有料。

○ プレイガイド

2回公演

①開演13：00（開場12：30）
②開演15：30（開場15：00）

全席指定 2,500円

発売中

（大人･子ども共通、税込）
◆財団友の会 2,200円
※3歳以上チケット必要
(2歳以下は大人1名につき1名膝上
で鑑賞可能。ただし席が必要な場合
はチケット必要)

ドリームシップ、
下関市民会館、
ローソンチケット
（Ｌコード：61444）、
チケットぴあ（Ｐコード：308-382）

○ 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：61451）、
チケットぴあ（Ｐコード：633-501）

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団
企画・制作：㈱コットンフィールズ、
㈱ときおらミュージック 協力：夢番地

往信おもて

750-0025
往信

返信おもて

返信うら

※ここは白紙の
ままで

下関市竹崎町4-5-1
下関市文化振興財団
「出張！なんでも
鑑定団in下関」
観覧係

往信うら
観覧希望

返信

観覧希望者の
郵便番号
住所
氏名

氏名①
②
①の連絡先
住所：
TEL:

●応 募 締 切 日／平成28年11月30日（水）当日消印有効
●抽選結果発表／平成28年12月中旬（往復ハガキにて）

TEL.083-231-6401

発売中

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団

※往復ハガキ以外でのご応募は無効となります。

●応募方法（往復ハガキの記入要領）

TEL.083-228-6008 FAX.083-228-6009
メール：tamasaburo.shimo@gmail.com
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海のホールがまるごと巨大な実験室に大変身！ あっと驚く実験の数々！ 科学って面白い！

（下関市生涯学習プラザ）細江町3-1-1

観覧ご希望の方は、往復ハガキに必要事項を記入の上、ご応募
ください。応募者多数の場合は抽選となります。当選したハガ
キ1枚につき2名様まで入場できます。

表

採用の可能性がある方にはテレビ東京の番
組スタッフから直接連絡があります。

観覧無料

●時間（予定）開場▶12：30 開演▶13：30

平成28年11月4日（金）必着

発

夢をあきらめないで頑張るあなたへ贈る

協力：下関音楽教育研究会

お問い合わせ・お申し込み先
坂東玉三郎下関公演事務局
〒750-0012
下関市観音崎町10-6 やまぎん史料館内

10月20日より発売開始。
受付時間）10：00〜17：00

下関市民会館（竹崎町4-5-1）、
ドリームシップ（細江町3-1-1）
下関市文化振興財団 宛 ［FAX］083-235-0800 ［E-mail］ jigyou@scpf.jp

主催：
（公財）下関市文化振興財団

※チケットお申込み者とお振込み者名が同一で
あるようにしてください。
※入金確認後チケットをお送りいたします。

〒750-0012
下関市観音崎町10-6やまぎん史料館内
『坂東玉三郎 下関公演』事務局 行

長唄囃子連中

音楽の好きな方ならどなたでも。

FAX・メール

三︑
藤娘

1名500円 ※グループで参加の場合は上限2,000円。

応募資格

9,000円 ●A席6,000円

往信裏面必要事項
10月20日より受付開始。
はがきと同様の内容を
郵便番号、住所、氏名、電話番号（日中連絡 送信してください。
可能な番号）、観覧希望日
（第一・第二）、観 ※「受付完了」の通知をFAX・メールにてお知らせ
いたしますので、指定料金をお振込みください。
覧希望席（第一・第二・第三）、
ご希望枚数
［お振込み先］
返信表面必要事項
山口銀行唐戸支店 普通口座5058387
お申込み者の住所、
氏名
口座名：坂東玉三郎下関公演実行委員会
お申込み先）

※大ホールの舞台で演奏者になりきってご披露ください。
※コンサート形式
（影アナウンスによるお名前・曲目紹介など有）

演奏はピアノ、楽器、声楽、和楽器など。

●SS席15,000円 ●S1席12,000円 ●S2席
※6歳未満入場不可

○チケット購入方法

1ステージ10分以内 お1人様〜グループ可

※練習のためにご利用ください。
（試験やコンクール前など）
例）3組のグループが1時間貸切って練習もできます。
（要相談）

17・18日 共通項目
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平成29年

VOL.224

山口フィナンシャルグループ設立 周年記念
下関市民会館リニューアル完成披露

1ステージ、1名10分以内 1グループ（2名以上）20分以内

4月7日（金）・8日（土）・9日（日）

方！
音楽の好きな で
台 自分試し
大ホールの舞
？
しませんか！

11

イ ド

久々に奇跡の名優︑海峡の街に舞いおりる

12

土 13：00（予定）〜START

ガ

下関特別舞踊公演

17

部活動練習用［学校対象］

ー

坂東玉三郎

12

2016

ャ

長唄囃子連中

2016

響け大ホール！輝け自分！！

チ

一︑お目見得口上 二︑傾城

みんなのオン・ステージ2016

参加者
大募集

ル
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下関市立勝山小学校

「第83回NHK全国学校音楽コンクール銅賞」受賞記念ロビーコンサート
11月7日（月）下関市役所 12:30〜
曲目
1. ぼくらのエコー コンクール課題曲
2. お日さま
3. ドレミの歌

コンクール自由曲

鑑賞無料

Profile

私たちの勝山小学校は、歴史と海峡のまち下関市の中央に位置する、活気溢れる小学校です。現在、私たちは
3年生から6年生までの歌が大好きな仲間と一緒に朝と昼休み、土曜日を中心に練習・活動しています。合唱部
のモットーは、
「真に美しいハーモニーは、素直な心と感謝の気持ちから。支えて下さる全ての方に、おかげさ
までの気持ちを込めて。」
この言葉を胸に、仲間と一緒に歌える喜びと感謝の気持ちを込めて、精一杯歌います。

公益財団法人下関市文化振興財団

TEL.083-231-6401

GUIDE

公益財団法人 下関市文化振興財団

ステージのすばらしさ、感動とやすらぎをあなたに。

下関市立近代先人顕彰館（愛称：田中絹代ぶんか館）

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
HP http://www.scpf.jp
E-mail 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）

［全館耐震補強工事のため催し物はありません。
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）
］

下関市民会館の使用受付について（平成29年11月分）
〇使用予約受付日

抽
選 日：平成28年 11月1日(火) 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・会議室/平成29年11月1日(水)〜11月30日(木)
展示室 / 平成29年11月6日(月)〜12月3日(日)

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

〒750-0008 山口県下関市田中町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（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
10月4日（火）
〜12月27日（火） ふるさと文学館

※各イベントに関してのご質問は
「お問合せ先」へお願い致します。開演・終演時間などは予定ですので、変更になる場合もございます。

秋季所蔵品展「絹代の食卓」

11/6（日）

第10回下関市芸術文化祭 下関少年少女合唱隊第52回定期演奏会「サウンド♪オブ♪ミュージック」
②16：00〜 ［1,000円 ※3歳以下膝上無料］ 下関少年少女合唱隊事務局（坪井） 090-7379-1381

11/13（日）

第10回下関市芸術文化祭 下関邦楽大会 12：00〜16：00

11/15（火）

Minato de Conference 2016 by Air/Aroma 18：30〜

11/19（土）

DVD上映会
上映

「童謡を歌う会」

083-232-4065

11/23（水）

はかた小町 カラオケ発表会 10：00〜16：00

11/26（土）

さとうみつろうトークショー 13：00〜

参加無料

田中絹代、笠智衆、川崎弘子、斎藤達男 ほか

開演

14：00〜

会場

ミニホール

会場
定員

ミニホール

定員

40名（先着順）

40名

小さなお子さんから大人まで、童謡をみんなで楽しく歌いましょう。講師は「童謡愛好会」指導者の田村優子さんです。

観覧無料

上映
会 場 ミニホール
定 員 40名
①10：00〜 ②14：00〜 出 演 森雅之、久我美子、香川京子、宇野重吉 ほか
（先着順）
11/27（日） 田中絹代記念館の企画展「女優 田中絹代と映画監督⑥田中絹代」に合わせて、田中絹代監督全6作品のなかから『恋文』
『月は上りぬ』
『 乳房よ永遠なれ』を上映いた
します。
平成28年12月18日
（日）
『月は上りぬ』 平成29年1月29日
（日）
『乳房よ永遠なれ』

第10回下関市芸術文化祭

開演
会 場 エントランス
14：00〜
田中絹代生誕記念「五十嵐美紀子ソプラノコンサート」 入場無料
11/13（日） 今も日本映画史に名を残す女優 田中絹代は、明治42年11月29日、下関に誕生しました。顕彰館では、田中絹代の生誕を記念し「田中絹代生誕記念公演」を開催いた

［無料］ はかた小町
（澄川） 083-222-8686

します。

［5,000円］（株）
イジュン
（日髙） 080-1936-3939

Information

下関マンドリンクラブ第32回定期演奏会 14：00〜16：00

下関市文化振興財団 の 職員募集（平成29年4月1日採用）のお知らせ

［500円 ※中学生以下無料］ 下関マンドリンクラブ事務局
（植村） 083-246-1672

11/28（月）

ゴマラン・ブラス 19：00〜21：00

11/3（木）

第42回長府ギタースクール発表会 12：00〜16：30

［全席指定5,300円 学生席2,000円
（当日のみ）※未就学児入場不可］ MIN-ON下関

083-253-5707

［無料］ 長府ギタースクール
（塩田） 090-6838-2954

■ 募集職種…①営業及び一般事務１名 ②電気設備等の維持管理１名
象…①②30歳以下の方で高校以上を卒業している者。
（卒業見込み含む）
■対
■ 採用試験…筆記試験（一次選考） ※試験日11月27日（日）
と朱
■ 申し込み…11月20日（日）必着までに、履歴書（希望職種を記入）、職務経歴書（社会人のみ）に82円切手を貼った返信用封筒を同封し、封筒表面に「職員応募」
書きして、郵送か持参で下関市文化振興財団へ提出してください。 〒750-0025

下関市竹崎町4-5-1

下関市民会館内

■ お問合せ…下関市文化振興財団 TEL.083-231-6401（受付9：00〜17：00） ※詳しくはHP掲載もしくはお問い合わせください。

11/17（木）
〜18（金）

馬関シネクラブ11月例会 17日19：00〜 18日①10：30〜 ②14：00〜

［会員制］ 馬関シネクラブ

レジェンド ソロコンサートシリーズ 菅原浩史バスバリトンコンサート 14：00〜16：30

11/19（土）
11/20（日）

出演

観覧無料

下関市民劇場11月例会 前進座公演「切られお富」20日18：30〜21：00 21日18：30〜21：00 22日13：00〜15：30

［会員制］ 下関市民劇場

11/27（日）

簪（1941年、監督：清水宏、86分）

田中絹代監督作品上映会 恋文（1953年、監督：田中絹代、98分）

［大人1000円 小中高生500円］ Minato de Paella Festa!! 2016実行委員会事務局 083-248-0040

［全席指定5,000円（財団友の会4,500円）※3歳以上有料。2歳以下保護者膝上に限り1名無料。ただし座席が必要な場合は有料。］（公財）下関市文化振興財団 083-231-6401
海のホール

かんざし

①10：00〜 ②14：00〜

上映スケジュール
11/20（日）
〜22（火）

観覧料が必要です

［無料］ 下関邦楽協会
（藤村） 083-256-2419

岡村孝子 コンサート2016 “T's GARDEN” 18：30〜20：30

11/18（金）

下関で執筆を続けていた赤江 瀑の作品の中から、
「オイディプスの刃」など代表作を紹介します。

［個人］一般200（160）
円／小･中学生100（80）
円
2階
8月30日（火）
※（ ）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）
田中絹代記念館
〜11月27日（日）

下関市生涯学習プラザ （愛称：ドリームシップ）

①12：30〜

観覧無料

絹代の遺品の中から食器類や季節に合わせた装いを展示します。
また、絹代が出演したテレビドラマの中から、倉本聰が原作・脚本を手がけた
作品『幻の町』
を紹介します。

〒750-0016 下関市細江町3丁目1-1 TEL.083-231-1234 FAX.083-242-6234
HP http://s-dreamship.jp
E-mail 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）

11/12（土）

秋季所蔵品展「赤江 瀑」

083-228-2255

［完売しました］

LEGEND下関コンサート実行委員会（田辺） 083-231-7912

風のホール

ピアノ発表会 10：00〜11：30

［無料］ 久保郁恵

083-242-9769

ドリームシップ地下駐車場・利用不可日のお知らせ
平成28年11月6日
（日）
は
「下関海響マラソン2016」開催のため、終日ご利用できません。当日のご来場は、なるべく公共交通機関をご利用いただきますようお願いしま
す。
また、図書の返却のみの方は各図書館、勝山支所に設置されている返却ポストのご利用をお勧めします。
なお、お車でお越しの方で「市営細江駐車場」
をご利用の方は、1時間の無料駐車券をお渡しします。1階総合受付へお申し出ください。
ご迷惑をおかけしますが、
ご理
解とご協力をお願いいたします。

下関市民会館・耐震補強工事 のお知らせ

図書館歴史講座 14：00〜15：30

11/22（火）

2017ミス・ユニバース山口大会 15：00〜16：00

［無料］（一社）
ミス・ユニバース・ジャパン 050-5846-6127

11/23（水）

しきあふさ19 室内楽コンサート 14：00〜16：00

［一般1,000円 学生500円］ アンサンブルしきあふさ
（森下） 090-9798-1589

11/26（土）

海峡寄席 15：00〜17：30

11/13（日）

やまぐち2016・短歌大会 10：00〜16：00

［無料（要事前予約）
］ 下関市立中央図書館

083-231-2226

［2,000円］ 専修大学校友会下関支部
（原） 083-267-8621

下関市民会館は、耐震補強工事のため、工事期間中は施設（全館）の貸し出しはできません。
利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。なお、チケット等の販売のため、事務局は開いています。
（開館時間：9時
〜19時）

※工事終了予定…平成29年3月31日

ドリームシップにて取扱い のチケット購入方法
■ 直接購入・・・・・・・・受付時間 9：00〜21：00 ※チケット発売日のみ10:00〜21:00
■ 電話予約・・・・・・・・受付時間 9：00〜21：00 ※チケット発売日のみ13:00〜21:00
受取方法

11/20（日）

［無料］ やまぐち2016短歌大会
（百留） 083-246-0589

満月の夜（の翌日）
のコンサート“秋の歌、
日本の響き”澄川孝子（ソプラノ）中野義久（ギター）三良裕亮（ギター）

11/15（火）
宙のホール

19：00〜21：00 ［一般2,500円 大学生以下1,000円（当日各500円増）］ Duoスミカワ
（中野） 090-9608-2737

11/18（金）

福祉用具展示会 10：00〜16：30

11/26（土）

租税訴訟学会冬季研修会 13：00〜16：30

［無料］（株）
ホームケアサービス山口

083-248-7788

［5,000円］ 租税訴訟学会中四国支部
（森田） 083-245-6800

○ 7日以内に来館
○ 銀行振込
（山口銀行）※振込手数料はお客様負担
⇒入金確認後、公演日当日まで市民会館でお預かりをするか、郵送希望の場合は510円をプラスしてお振り込みください。郵便局のレターパックにてご送付いたします。

○ 代金引換(郵便局)にてチケット送付 ※代引手数料はお客様負担
⇒ご自宅にてチケットを受け取ることができます。
〈チケット料金＋代引手数料
（500円程度）
〉

公益財団法人 下関市文化振興財団
TE L

083-231-6401

FAX

083-235-0800

事務局）〒750-0025 山口県下関市竹崎町4-5-1 下関市民会館内

HP

http://www.scpf.jp

E-mail

info@scpf.jp

