
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] 083-235-0800 [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。

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 3,500円
※財団友の会は3,200円
※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：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

平成28年8月7日(日)
下関市菊川ふれあい会館(アブニール)

開演14:00（開場13:30）

大人1,000円 (当日1,200円)

高校生以下500円 (当日700円)
※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。

【プレイガイド】 ◎5月14日(土)～発売開始

下関市菊川ふれあい会館 (アブニール)

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」
ローソンチケット（Ｌコード：61610）

劇団東少ミュージカル

心の美しい白雪姫。妃に命を狙われて森に逃げ込み、七人の愉快な小人たちと出会う。小人たちと一緒に暮ら
していく中で、白雪姫は様々な事を学び、やがて幸せの花を咲かせる物語。

＜あらすじ＞ 美しくやさしい心を持っている白雪姫に、継母のお妃が嫉妬し、殺そうとします。しかし狩人に助け
られ、小人の国に辿り着きます。そこで姫は働くことの喜びや、自然の美しさを小人たちに教えてもらい、楽しい
日々をおくります。その頃、鏡によって姫が生きていることを知ったお妃が毒りんごを持って・・・。
白雪姫が｢愛と思いやり｣｢平和」の大切さを学び成長していく物語。

全席
自由

妃
瀬戸内美八

白雪姫
ジェイミー夏樹

王子
溝呂木 賢

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。

宝くじ文化公演



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

■特別展 「追悼 船戸与一、反骨のクロニクル」 [観覧無料]

■期間：4/5(火)～7/3(日)

１階／ミニホール

■5/1(日) 「DVD上映会：女優須磨子の恋」 [観覧無料]

(1947年、監督：溝口健二、96分)
上映：①10:00～ ②14:00～
出演：田中絹代、山村聡ほか 定員：40名(先着順)

■5/21(土) 「おはなしの会」 [参加無料]

開演：10:30～ 定員：40名
子供たちを対象にした読み聞かせを行います。

■5/21(土) 「童謡を歌う会」 [参加無料]

開演14:00～ 定員：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。

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：2/23(火)～5/22(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。

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6月分）

〇使用予約受付日

抽 選 日：平成28年6月1日(水) 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6月1日(木)～6月30日(金)

※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 海のホール Event 開演時間 入場料 問合せ先

5/1 日 久保孝子音楽教室 ピアノ発表会 13:00～16:40 無料
下関音楽教育研究会（久保）

083-282-1468

5/4 水
下関少年少女合唱隊

38thスプリングチャリティーコンサート
17:30～19:30 全席自由1,000円

下関少年少女合唱隊（坪井）
090-7379-1381

5/5 木 ジョン・ルーカス ゴスペルコンサート 14:00～16:00
全席自由3,500円
（当日500円増）

メロディー音楽企画
083-231-7898

5/8 日 第19回下関一芸大会 9:30～16:30 無料
生涯学習支援センター（鈴尾）

083-222-1515

5/15 日
下関ブラス・オーケストラ
第11回定期演奏会

13:00～15:30
全席自由500円
（当日100円増）
※小学生以下無料

下関ブラス・オーケストラ（矢内）
090-6830-2827

5/18 水
下関市民劇場5月例会
劇団東演「検察官」

18:30～21:00

会員制
下関市民劇場

083-232-40655/19 木 18:30～21:00

5/20 金 13:00～15:30

5/21 土 アート・バレエ・コヒラ 第11回発表会 15:30～ 無料
アート・バレエ・コヒラ（小平）

083-266-1190

5/28 土 第27回下関市民オーケストラ定期演奏会 18:30～20:30

全席自由1,500円
（当日1,700円）

学生500円（当日600円）
※中学生以下無料

下関市民オーケストラ（松田）
090-8605-3286

5/29 日 下関三曲連盟 第44回定期演奏会 11:30～16:00 無料 下関三曲連盟（金山）083-258-3920

月日 曜 風のホール Event 開演時間 入場料 問合せ先

5/1 日 ピアノ発表会
①10:00～11:30
②12:00～13:40
③15:10～16:30

無料
下関音楽教育研究会（濱西）

090-7597-8008

5/3 火 蝶々夫人の慕情 14:00～16:00
全席自由 一般3,000円

学生1,500円
下関音楽人の会（松田）

090-9412-8625

5/21 土
高橋和彦＆夏川由紀乃
デュオリサイタル2016

①14:00～16:30
②18:00～20:30

全席自由2,500円
大学生以下1,500円
（当日各500円増）

ピュウ音楽教室（夏川）
090-2298-1164

5/22 日 江崎皓介 ピアノリサイタル 14:30～16:00 全席自由2,000円 江崎皓介 070-1749-8697

5/28 土 馬関シネクラブ 5月例会
①10:30～
②14:00～
③19:00～

会員制
馬関シネクラブ

083-228-2255


