
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。

かるちゃあGUIDE

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
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平成28年(2016年)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。

©武藤 章

詳しくはお問い合せください。

友の会事務局 TEL.083-231-1234

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 ※財団友の会は3,000円
※未就学児入場不可

好評発売中！

【プレイガイド】

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）

平成28年6月17日(金)
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 ※財団友の会は3,200円
※未就学児入場不可

4/2(土)～財団友の会先行発売 4/9(土)～一般発売

【プレイガイド】

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：61939）
チケットぴあ（Ｐコード：450-585）

しものせき特撰落語
桂文珍・三遊亭好楽 二人会



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）

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]

■特別展「追悼 船戸与一、反骨のクロニクル」
■期間：4月5日(火)～7月3日(日)
□講演会「船戸与一の取材風景」 4月16日（土）14時～
講師：ジャーナリスト惠谷 治（えや おさむ）氏
場所：ミニホール 入場無料（先着40名）
■田中絹代ぶんか館勉強会
「モノクローム映画とカラー映画について」 4月23日（土）14時～
講師：古川 薫 場所：ミニホール 入場無料（先着40名）

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)
■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]

■4/3(日) 「女医絹代先生」(1937年、監督：野村浩将、91分)

上映：①10:00～ ②14:00～

出演：田中絹代、佐分利 信ほか
会場：ミニホール 定員：40名(先着順)

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について
（平成29年5月分）

〇使用予約受付日

抽 選 日：平成28年5月1日(日) 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5月1日(月)～5月31日(水)

※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

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

4/2 土 風のホール ピアノ発表会 14:30~16:00 無料
ともみピアノ教室（寺岡）

083-231-1427

4/3 日

海のホール 茜屋出雲流 舞踊の会 12:30～ 無料
茜屋出雲流松初春会（和田）

090-1010-5401

風のホール レトルコンサート 14:00～16:30 無料
レトルピアノ・エレクトーン教室（末岡）

083-232-2771

4/7 木 風のホール
春の全国交通安全運動式典
「下関安心・安全ふくふく大作戦」

14:00～16:00 無料
下関市市民部防災安全課

083-231-9333

4/9 土 風のホール ピアノ発表会 13:00～16:00 無料
PSTAの会（寺本）
083-248-4091

4/10 日

海のホール
平成28年度NHK全国学校音楽コンクール

課題曲講習会
10:00～15:30 関係者

下関少年少女合唱隊（坪井）
090-4653-7044

風のホール とらいあんぐる発表会
①10:30～
②14:30～

無料
とらいあんぐる（清川）

083-259-8422

4/12 火 海のホール 清水ミチコ トーク＆ライブ2016 18:30～
全席指定：3,500円
財団友の会：3,000円
未就学児入場不可

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

4/16 土

風のホール 音楽発表会 10:00～16:00 無料
Miura（三浦）
083-232-6705

宙のホール
高杉晋作没後150年記念事業
『東行先生へのオマージュ』

13:45～17:30
無料（要申込）
定員300名

高杉晋作没後150年記念事業実行委員会

083-223-1144

4/17 日

海のホール 日本民謡絃栄会 第29回民謡大会 10:30～ 無料
日本民謡絃栄会（石川）

0836-76-1764

風のホール 山口ギターフェスティバルin下関 11:30～16:00 無料
山口県ギター音楽協会（塩田）

090-6838-2954

4/18 月 風のホール カラオケ発表会 10:00~16:00 無料
はかた小町（澄川）
083-222-8686

4/23 土

宙のホール 日本共産党 演説会 14:30～ 無料
日本共産党山口県西部地区委員会

083-223-9414

風のホール 馬関シネクラブ 4月例会
①10:30～
②14:00～
③19:00～

会員制
馬関シネクラブ

083-228-2255

4/24 日

海のホール 第10回バレエ発表会 13:30～15:00 無料
kimikoバレエスタジオ

083-222-0343

風のホール ピアノ発表会
①12:30～
②15:00～

無料
荒谷恵理可

090-7129-7524

4/29 金

海のホール コンサート2016 下商吹奏楽部演奏会 17:30～20:30
全席自由：300円
（当日200円増）

下関商業高等学校
083-223-4278

風のホール ピアノ発表会
①13:00～
②17:30～

無料
橋口奏子ピアノ教室
083-252-2693

4/30 土 海のホール
五十嵐美紀子ソプラノリサイタル
～音楽で繋がる仲間たちと共に～

15:00～
全席自由 一般：2,500円
高校生以下：1,000円
（当日各500円増）

リサイタルを楽しむ会
090-2866-5936


