
○ チケット発売日
12月17日（土） AM10:00～発売開始

○ 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 61374）、チケットぴあ （Pコード 455-606）主催：一般財団法人 下関市民会館協力会、公益財団法人 下関市文化振興財団

金子みすゞ  詩の世界
美しい言葉と音楽の妙なる出会い―クラシック音楽と金子みすゞ の詩のコラボレーション

現代の日本人の心に身近で自然な言葉で語りかける金子みすゞ の詩とクラシック音楽。それぞれが持つ“語りかける力”は互いに響き合い、美し
い言葉と音楽との出会いは、聴く者の心をほっこりと包み込むことでしょう。

○遠藤真理（チェロ）　○仲道祐子（ピアノ）
○原田かおり（朗読）［パーソナリティー、ナレーター］
○下関少年少女合唱隊　○みすゞ 少年少女合唱団
構成：新井鷗子

出演

©武藤 章©中山かつみ

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円増
※4歳以下入場不可

金子みすゞの詩と音楽～コンサートに寄せて
金子みすゞ は、大正末期から昭和初期にかけて活躍した山口県出身の童謡詩人で、26歳という若さで亡くなるまでに500以
上の詩を書きました。みすゞが綴った言葉は、素直に心に響く音色を持っています。魚や小鳥や虫たちまでが、そっと小首を
かしげて聴き入るような調べです。「ありがとう」と言えば「ありがとう」と返ってくる、「ごめんね」と言えば「ごめんね」と返っ
てくる。自然と人間の会話のような詩です。そんなみすゞ の詩に、ベートーヴェンやシューマン、ブラームスの音楽を組み合わ
せたら、どんな世界が広がるでしょうか。詩は、声に出して語られることによって、音になり、音楽になります。特に日本語の場
合、言葉の音に高低があるので、日本語は自ずとメロディラインを持っています。そして音楽は、演奏されることによって、詩
になり、イメージになります。詩の中にある音楽と、音楽の中にある詩が、響き合い、呼応するコンサート。みすゞ 流に言えば、
みんな違った耳、みんな違った目、みんな違った心をそれぞれ傾けて、ひとつの世界を共有しましょう。 新井鷗子 

優れた若手演奏家の発掘を目的に平成24年から秋吉台国際芸術村が開催してい
る「秋吉台音楽コンクール」の優勝者によるコンサートを特別に下関で披露します。

～歴代優勝者による特別演奏会～

会田莉凡（ヴァイオリン）［第1回山口県知事賞］
コハーン・イシュトヴァーン（クラリネット）
 ［第4回山口県知事賞］
ゲスト：村田千佳（ピアノ）

出演

指　　　揮／オカピ
＜ズーラシアンブラス＞
トランペット／ドゥクラングール、
　　　　　　インドライオン
ホ ル ン／マレーバク
トロンボーン／スマトラトラ
チ ュ ー バ／ホッキョクグマ
サックス四重奏／サキソフォックス
ピ ア ノ／ベス

出演（予定）
●ドレミの歌 ●おぼろ月夜
●さくら幻想曲 ●島唄
●うさぎのラプソディ　　　ほか

曲目（予定）

2017

3 12 日
ドリームシップ海のホール（下関市生涯学習プラザ）

14：00
（開場13：30）

2017

4 8土
ドリームシップ海のホール
（下関市生涯学習プラザ）

14：00（開場13：15）

全席自由
一般2,000円  学生500円
※秋吉台国際芸術村フレンズネット会員、
　下関市文化振興財団友の会会員は2割引
※未就学児入場不可

全席自由
3,000円

※当日は500円増
※0歳から入場可。
　ひざ上鑑賞無料。座席が必要な場合は要チケット

2017

2 5日
ドリームシップ海のホール
（下関市生涯学習プラザ）
14：00（開場13：30）
○ チケット発売日
12月12日（月）
AM10：00～発売開始

○ チケット発売日
12月24日（土） AM10：00～発売開始

○ プレイガイド
ドリームシップ、下関市民会館、シーモール「ラン」、
ローソンチケット（Lコード 61382）、チケットぴあ（Pコード 316-039）

お問い合わせ
テレビ西日本事業部・・・092-852-5507（平日10：00～18：00）
ドリームシップ・・・・・・・・・・・・083-231-1234
下関市民会館・・・・・・・・・・・・083-231-6401

主催：（公財）山口きらめき財団秋吉台国際芸術村　（公財）下関市文化振興財団
後援：山口県、山口県教育委員会、美祢市、 美祢市教育委員会、下関市、下関市教育委員会、
　　  下関市文化連合会

主催：TNCテレビ西日本、公益財団法人 下関市文化振興財団

0歳から入場OK！ 親子で楽しむクラシックコンサート

ズーラシアンブラスとなかまたちの音楽の絵本
ブリランテ 下関公演 指揮者のオカピ、トランペットのインドライオン、トロンボーンのスマトラトラ。子ど

もたちに大人気のズーラシアンブラス！いたずら好きな四つ子のきつねたち“サキ
ソフォックス”のサックス四重奏や、弦うさぎのベスによるピアノの演奏も加わっ
て、華やかなステージをお届けします！
子どもたちが音楽を聴いてワクワクしたり、音楽の素晴らしさを知るきっかけにな
るコンサートです。
ウィットに富んだアレンジと演出、本格的な演奏が評判で、大人のファンも多い
ズーラシアンブラス。どうぞお楽しみに！

お問い合わせ
秋吉台国際芸術村・・・0837-63-0020
下関市民会館・・・・・・・・・・083-231-6401

ドリームシップ・・・・・083-231-1234

○ プレイガイド
秋吉台国際芸術村・・・0837-63-0020
下関市民会館・・・・・・・・・・083-231-6401

ドリームシップ・・・・・・083-231-1234
ローソンチケット（Lコード：61461）

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！

米村でんじろう

○ 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）

平成28年12月25日 日
ドリームシップ 海のホール （下関市生涯学習プラザ）
2回公演

全席指定  2,500円
（大人･子ども共通、税込）
◆財団友の会 2,200円

①開演13：00（開場12：30）
②開演15：30（開場15：00）

※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)

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団

発売中

遠藤真理（チェロ）

下関少年少女合唱隊 みすゞ 少年少女合唱団

仲道祐子（ピアノ） 原田かおり（朗読）

公益財団法人下関市文化振興財団　TEL.083-231-6401公益財団法人下関市文化振興財団　TEL.083-231-6401

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。
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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。 公益財団法人 下関市文化振興財団GUIDE

下関市民会館

HP http://www.scpf.jp E-mail info@scpf.jp
〒750-0025　下関市竹崎町4丁目5-1　TEL.083-231-6401　FAX.083-235-0800

■開　館／9：00～19：00　■休館日／年末年始（12月29日～翌年1月3日）

■ 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

ドリームシップにて取扱いのチケット購入方法

○ 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）〉

受
取
方
法

下関市民会館・耐震補強工事のお知らせ
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

年末年始（休館日）のお知らせ
年末年始の休館を下記のとおりとさせていただきます。ご利用の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご了承ください。
「下関市民会館」「下関市生涯学習プラザ」…平成28年12月29日（木）から平成29年1月3日（火）まで
「下関近代先人顕彰館」…平成28年12月29日（木）から平成29年1月4日（水）まで

I n f o r m a t i o n

［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12月分）
〇使用予約受付日
抽 選 日：平成28年 12月1日(木)　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12月1日(金)～12月28日(木)
　　　　　　 展示室/平成29年12月4日(月)～12月28日(木)

※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

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

■開　館／9：00～22：00　■休館日／年末年始（12月29日～翌年1月3日）

下関市生涯学習プラザ （愛称：ドリームシップ）

山口県立下関南高等学校・山口県立下関中等教育学校管弦楽部第15回クリスマスチャリティーコンサート
14：00～16：00　［無料］　山口県立下関南高等学校　083-222-4039

12/23（金）

下関フィルハーモニック・ウインド・オーケストラ第12回定期演奏会  14：00～
［500円 ※小学生以下無料］　事務局（木下歯科医院内）　083-229-5670

12/4（日）

みんなのオン・ステージ2016　響け大ホール！輝け自分！！『部活動練習用（学校対象）』
13：00～　［無料］　（公財）下関市文化振興財団　083-231-6401

12/17（土）

コール梅光15周年記念　クリスマス礼拝&チャリティーコンサート　13：30～15：30
［一般1,000円　学生（大学生まで）500円］　コール梅光（梶間）　080-2894-7475

12/3（土）

米村でんじろう おもしろサイエンスショー  ①13：00～　②15：30～
［全席指定2,500円（財団友の会2,200円）※3歳以上チケット必要］　（公財）下関市文化振興財団　083-231-6401

12/25（日）

第10回下関市芸術文化祭　劇団Zing♪Zingミュージカル公演「新・かぐやの浦島モモタロウ」 
①11：30～　②16：00～　［無料（要整理券）］　劇団Zing♪Zing　080-1642-4419

12/11（日）

下関市民劇場12月例会　劇団民藝公演「バウンティフルへの旅」
12日18：30～21：00　13日18：30～21：00　14日13：00～15：30　［会員制］　下関市民劇場　083-232-4065

12/12（月）
～14（水）

第66回懐かしの歌声喫茶  18：00～20：00　［800円］　下関市文化振興財団ボランティアの会（中尾）　083-258-142012/20（火）

馬関シネクラブ12月例会　14日19：00～　15日①10：30～　②14：00～　［会員制］　馬関シネクラブ　083-228-225512/14（水）
～15（木）

みんなのオン・ステージ2016　響け大ホール！輝け自分！！『オン・ステージ（一般対象）』
10：00～　［無料］　（公財）下関市文化振興財団　083-231-6401

12/18（日）

下関ウインドアンサンブル第43回クリスマスコンサート  18：30～20：45
［1,000円　※高校生以下無料］　事務局（㈱西部水道機器製作所内  担当：田代）　083-232-8114

12/24（土）

地域医療構想推進シンポジウム  13：30～15：30　［無料］　下関保健所　083-231-171112/3（土）

下関シャンソン教室 15周年コンサート  14：00～16：30　［無料］　下関シャンソン教室（石田）　090-1357-613112/18（日）

田中美幸ヴァイオリンピアノ教室発表会  13：00～16：30　［無料］　田中美幸ヴァイオリンピアノ教室（田中）　090-9411-711212/25（日）

伊藤丈雄 初出版記念ライブ  13：00～15：00　［3,000円］　（株）オフィスピースオブドリーム（伊藤）　03-3598-369012/7（水）

ジン・マサフスキーのサイレント・コメディー・マジック PART2「エンコントロ」  18：30～19：50
［大人3,000円　子ども（4歳以上）1,500円］　NPO法人子ども劇場下関センター　083-254-335312/17（土）

図書館歴史講座  14：00～15：30　［無料（要事前予約）］　下関市立中央図書館　083-231-222612/24（土）

※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。

風のホール

宙のホール

海のホール

11/29（火）
～3/5（日）

2階
田中絹代記念館

企画展「女優田中絹代と映画監督⑥田中絹代」

企画展では、田中絹代監督デビュー作品『恋文』（昭和28年/新東宝）に焦点を当て、映画監督へと進出する絹代を支えた巨匠監督たち
と共に紹介します。

観覧料が必要です

※（　）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）
［個人］ 一般200（160）円／小･中学生100（80）円

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

■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。

下関市立近代先人顕彰館（愛称：田中絹代ぶんか館）

10月4日（火）
～12月27日（火）

1階
ふるさと文学館

秋季所蔵品展「赤江 瀑」
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。

観覧無料

DVD上映会 観覧無料

出 演 田中絹代、佐田啓二、黒沢昭二、髙橋豊子ほか上 映 ①10：00～  ②14：00～ 会 場 ミニホール 定 員 40名（先着順）
12/4（日）

定 員 40名（電話予約可）会 場 ミニホール「蓄音機を聴く会」 開 演 14：00～資料代として500円

「なつかしの歌声  昭和20年代～思い出の紅白歌合戦～」をテーマに、「お富さん」「君の名は」等お届けします。
◎講師は「なつかしの歌声倶楽部」の山根徹さんです。

田中絹代監督作品上映会『月は上りぬ』 （1955年、監督：田中絹代、102分） 観覧無料

出 演 笠智衆、山根寿子、杉葉子、北原三枝ほか上 映 ①10：00～  ②14：00～ 会 場 ミニホール 定 員 40名（先着順）12/18（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作品の中から12月は『月は上りぬ』を上映いたします。 
◎次回は、平成29年1月29日（日）『乳房よ永遠なれ』上映予定です。

12/8（木）

公益財団法人 下関市文化振興財団 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.jpTEL 083-231-6401 FAX 083-235-0800

『不死鳥』（1947年、監督：木下惠介、82分）

○星に願いを
○涙そうそう
○クリスマスメドレー  ほか

曲目（予定）

12月4日（日） 11：00～11：30

café&Restaurant「旬香」（ドリームシップ1階）会場
2012年7月に結成。メンバーは現在5名。下関の地に「リコーダーアンサンブルの
礎」を、という思いで演奏活動をしています。リコーダーは吹けば吹くほど無限の可
能性を感じます。豊かな音楽を表現するツールとして、リコーダーの神髄を追求しつ
つ、より多くの方々にリコーダーで深みのある音楽をお聴かせ出来ればと思います。

鑑賞無料

お子様対象にプレゼントあり！

にぎわいの創出事業　ドリームシップ クリスマス企画 下関市役所　新春コンサート
下関リコーダーアンサンブル
冬のプロムナードコンサート

コンサートinシティホール
二胡・揚琴コンサート（中華二胡学院）

鑑賞無料2017年1月10日（火） 12：15～12：50
下関市役所ロビー会場

二胡奏者：姜 涛、揚琴奏者：釈 文、
中華二胡学院 生徒

出演
ジャン タオ シー ウェン

○第九　○採茶擈碟揚　○糸
○北国の春　○賽馬（サイ・マ）
○また君に恋してる　○情熱大陸

曲目（予定）


	2016年12月号 (1)
	2016年12月号 (2)

