
下関市文化振興財団[友の会] 平成28年度 新会員募集中！
○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。

[主催事業(予定)] 清水ミチコ トーク&ライブ、米村でんじろうサイエンスショー、クラシックコンサート、落語など

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

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(菊川)、ローソンチケット (Lコード64404)

＊＊＊＊＊ Program（予定） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

○バッハ：シャコンヌ（ヴィオラ･ソロ） ○リスト（ルニエ編）：愛の夢 第3番（ハープ･ソロ）
○ドビュッシー：チェロ･ソナタ（ヴィオラ＆ハープ）
○熊野小学校・合唱クラブ ソロ：開け！あしたの扉を ○共演：「ふるさと」&「翼をください」 ほか

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】 1/16(土)～財団友の会先行発売 1/30(土)一般発売

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(菊川)
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）

かるちゃあGUIDE
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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 ※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(菊川)
ローソンチケット(Ｌコード：64902)

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。

ステージのすばらしさ、感動とやすらぎをあなたに。

野村万禄 吉住 講 吉良博靖宮永優子

©武藤 章

気品あふれる優美なハープと、

深みを持つ独特の温かいヴィオラ

が織りなす艶のあるハーモニー。

また、こども達と重なり合う美しく

心地よい音色は必聴！

詳しくはお問い合せください。

友の会事務局 TEL.083-231-1234



■下関市生涯学習プラザの職員を募集します。（平成28年4月1日採用）

〇対象：昭和61年4月2日～平成9年4月1日に生まれ、高校以上を卒業している者。 〇職種：電気技術者（舞台業務含む）１名
〇勤務先：下関市生涯学習プラザ 〇採用試験：書類選考、筆記試験、面接 ※試験日は２月下旬を予定 〇応募条件：自動車普通免許を有し、

パソコンの操作（エクセル・ワード）に堪能であること。 〇申込み：2月14日(日) 必着。履歴書、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」と朱書きして、郵送か持参で下関市生涯学習プラザへ。

下関市生涯学習プラザ（愛称：ドリームシップ） 〒750-0016 下関市細江町3-1-1 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（受付は21:00まで）

Information

月日 曜 ホール イベント名 開演時間 (予定) 入場料 お問合せ先

2/6 土 海のホール 第7回下関市小学校音楽交歓発表会 13:00～16:30 無料 下関市立安岡小学校 083-258-0057

2/7 日

海のホール 和音バレエクラス 第8回 ミニコンサート 14:00～15:30 無料 和音バレエクラス 090-2868-1359

風のホール 日本フルートフェスティバルin下関 14:00～16:00

全席自由

一般1,000円
学生 500円

日本フルートフェスティバルin下関実行委
員会事務局 080-4266-4446(松本)

2/11 木 海のホール 建国記念の日 下関奉祝 市民大会 14:20～16:20 無料 忌宮神社(大喜多) 083-245-1093

2/13 土
海のホール 第6回 認知症 下関大会 13:00～15:30 参加費500円

認知症を地域で支えるまちづくり下関ネット

ワーク委員会事務局 083-266-8287

風のホール ピアノ 発表会 14:00～15:30 無料 森田 083-252-2233

2/14 日

海のホール Let’s play スタインウェイ 10:00～20:00 無料 下関市生涯学習プラザ 083-231-1234

風のホール
絹代塾30回記念

映画「サンダカン八番娼館・望郷」上映
山崎朋子さんトークショー など

10:00～16:30
全席自由

前売500円、当日550円
※小学生以下は無料

田中絹代メモリアル協会
083-768-0216

2/20 土 風のホール 下関明るい社会づくり講演会 14:00～16:30 無料
下関明るい社会づくり運動推進協議会

(倉本) 090-7137-5352

2/20 土
宙のホール

リアル脱出ゲーム×ルパン三世
「サンマリノ城からの脱出」

両日ともに

①10:30～12:00
②13:30～15:00
③16:30～18:00

[前売] 一般2,570円
学生2,070円

[当日] 一律3,090円

(株)夢番地 082-249-3571 
※学生料金でチケットをご購入の方は、当日

「学生証」のご提示をお願いします。2/21 日

2/21 日 海のホール 住民自治によるまちづくりシンポジウム 10:00～12:30 無料
下関市まちづくり推進部まちづくり支援課

(工藤) 083-231-1261

2/27 土

海のホール 慈光保育園 平成27年度発表会 10:00～13:00 無料 慈光保育園 083-231-2970

風のホール 図書館歴史講座 14:00～15:30 受付は終了しました 下関市立中央図書館 083-231-2226

風のホール
江崎 皓介 ピアノリサイタル

ピアノの哲学人
19:00～21:00 全席自由2,000円

若い芽を育てる会事務局

080-5626-2010

宙のホール マウナロア春の販売会in下関 10:30～18:30 ー
(株)エムエムジェイマウナロア広島店

082-569-8839

2/28 日 風のホール ピアノ･アンサンブル 発表会 14:00～16:00 無料 岩谷ピアノ教室 083-231-6131

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
[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)

２階／田中絹代記念館 [観覧料必要]

■企画展「女優 田中絹代と映画監督⑤ 熊井 啓」
■期間：11月25日(水)～平成28年2月21日(日)

DVD上映会 [観覧無料]

■2/7(日) 「非常線の女（無声映画）」
(1933年、監督：小津安二郎、100分)
上映：①10:00～ ②14:00～ 定員：40名(先着順)

田中絹代ぶんか館 開館6周年記念演奏会 [鑑賞無料]

「澄川孝子 ソプラノコンサート」
■2月13日(土) 14:00～ 会場：エントランス

毎日映画コンクール第70回開催記念特別展
「毎日映画コンクール 田中絹代賞」 [観覧無料]

■期間：2月14日(日)～28日(日)
■記念上映会：2月27日(土) 「上を向いて歩こう」

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

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！
（平成29年４月分）

〇使用予約受付日

受 付 日：平成28年4月1日(金) 13:00受付開始
受付会場：下関市生涯学習プラザ
受付対象期間：(大ホール・中ホール・展示室)

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、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。

※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 澄川孝子


