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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）

一般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】 好評発売中

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
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

平成28年10月1日(土)
下関市生涯学習プラザ 海のホール

開演14:00（開場13:30）

大人2,500円

高校生以下 1,000円
※財団友の会・大人2,300円
※大人のみ当日各200増
※未就学児入場不可

森 麻季 ソプラノ・リサイタル
M a k i  M o r i .  S o p r a n o

全席自由

平成28年9月10日(土)
下関市生涯学習プラザ 海のホール

開演14:00（開場13:30）

全席指定 4,500円

○チケット発売日
・財団友の会先行 5月28日(土)
・一般発売 6月4日(土)

【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(コード：62824)、チケットぴあ(Ｐコード：451-598）

平成28年度松竹特別公演

『芝桜』あらすじ 昭和初年のこと。一流芸者置屋である「津川屋」には、蔦代と正子の看
板娘がいた。口が達者で如才ない蔦代、ひかえめで行儀のよい正子。ともに美人であるが性
格は全く違う。女将は正子を一流の芸者に育てようと期待を寄せており、早くから鉄鋼会社を
経営する一流財界人の江藤真吾が旦那になると決まっていた。それに比べて、蔦代は貧しい
家の生まれで、機転はきくが文字も書けず、子ずるさと同時にチャッカリ屋の娘だった。対照的
な二人であったが、大の仲良しでお互いに相談しあう仲であった。ところが正子に心底惚れた
芳沢仙七という歌舞伎役者の恋人が出来てから二人の運命が軋み出す……。

上方落語界の重鎮・今なお精力的に全国で独演会を開催し活躍中の
桂文珍、人気番組笑点が５０年を迎え、ますます円熟味の増した芸が
好評の三遊亭好楽と競演！

江戸・上方の両方をお楽しみいただく落語公演になっています。
テレビ同様、両師匠の名人芸をどうぞお楽しみください。

爆笑必至の話芸を
お楽しみに！

© Yuji Hori

※財団友の会は4,000円
※未就学児入場不可

「芝桜」

○チケット発売日 6月11日(土) 
AM10:00～

【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：62067）
チケットぴあ（Ｐコード：299-791）

ピ ア ノ ： 山岸茂人

Shigeto Yamagishi, piano

森 麻季 Profile

東京藝術大学、同大学院独唱専攻、文
化庁オペラ研修所修了。ミラノとミュンヘン
に留学し、プラシド・ドミンゴ世界オペラコ
ンクール「オペラリア」等多数の国内外の
コンクールに上位入賞を果たす。ワシント
ン・ナショナル・オペラ 「後宮からの逃走」
でアメリカ・デビュー以来、国内外の主要
オーケストラと共演し成功を収める。
古典から現代まで幅広いレパートリーを
誇り、コロラトゥーラの類稀なる技術、透明
感のある美声と深い音楽性は各方面から
絶賛され、日本を代表するオペラ歌手とし
て常に注目を集めている。

ワシントン・アワード、出光音楽賞、ホテル
オークラ賞、安宅賞受賞。

© 篠原栄治



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) 
下関出身の直木賞作家、船戸与一の追悼展です。

１階／ミニホール

■６/５(日) 「DVD上映会：純情二重奏」 [観覧無料]
(1939年、監督：佐々木康、72分)
上映：①10:00～ ②14:00～
出演：木暮実千代、高峰三枝子ほか 定員：40名(先着順)

■6/９(木) 「蓄音機を聴く会」 [資料代として500円]
開演14:00～ 定員：40名
昔懐かしい曲をみんなで聴いて、歌いましょう。

■６/11(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。

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)

■夏季所蔵品展 「絹代の思い出」
■期間：５/24(火)～８/28(日)
絹代の遺品の中から住まいに関する資料と、昭和24年に渡米した際の記念品を紹介致します。

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)

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・会議室

↪ 平成29年6月1日(木)～6月30日(金)
：展示室

↪ 平成29年6月1日(木)～7月2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

かるちゃあGUIDE 6月号

～ 特別展「追悼船戸与一、反骨のクロニクル」の展示風景 ～

多目的に使用できますので、
コンサート、大会、踊り等
様々な催しにご利用ください。

また、リハーサル室や控室等
備わっています。

大ホールのご紹介

[概要]
大ホール／1,469席（ワンフロア、スロープ式）

固定：1,399席（1階823席、2階576席）
移動：70席（オーケストラピット部）
舞台：間口18メートル、奥行12メートル、高さ8メートル

オーケストラピット、音響反射板 等

総合業務請負業として付加価値の提供を創造します

下関市東大和町2丁目13番1号
TEL . 083-267-6161 FAX.083-267-6163

代表取締役社長 小野眞嗣
〒751-0875

下関市秋根本町2丁目6番22号
TEL（083）256-5271
FAX（083）256-6009

総合管財株式会社

総合ビル管理・清掃・警備
良心的な作業が好評をいただいております。

月日 曜 海のホール イベント 開演時間(予定) 入場料 お問合せ先

6/4 土
梅光学院高等学校音楽科

第43回定期演奏会
14:00～16:00 無料

梅光学院高等学校
083-227-1200

6/5 日 コーラス水色の風コンサート 14:00～
一般800円、高校生以下500円

（当日各200円増）

ペアチケット1,500円 ※前売のみ

コーラス水色の風（藤川）
090-5370-2601

6/10 金
澄川孝子ソプラノリサイタル
デビュー40周年記念公演

19:00～21:00
一般3,000円、学生1,500円

（当日各500円増）
澄川孝子後援会 083-233-1413

6/17 金
しものせき特撰落語

桂文珍・三遊亭好楽 二人会
18:30～

全席指定3,500円
財団友の会3,200円
※未就学児入場不可

(公財)下関市文化振興財団
083-231-6401

6/18 土
山口県立下関南高等学校
第36回管弦楽部演奏会

14:00～16:00 500円（当日100円増）
山口県立下関南高等学校

083-222-4039

6/19 日
第59回山口県吹奏楽連盟下関地区

定期演奏会
10:00～16:00 無料

山口県吹奏楽連盟下関地区
(早鞆高校) 083-231-0080

6/21 火 第64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） 083-258-1420

6/25 土
「海峡に響くシンフォニー2016」

海上自衛隊佐世保音楽隊演奏会
14:00～16:00

無料（要応募）
※6月3日(金)当日消印有効

海上自衛隊下関基地隊
083-286-2323

（内線 昼219・夜280）

6/26 日 下関市民合唱団2016定期演奏会 14:00～16:00
1,000円（要整理券）

※中学生以下無料

下関市民合唱団（冨永）
083-223-5856

月日 曜 風のホール イベント 開演時間(予定) 入場料 お問合せ先

6/5 日
下関ウインドアンサンブル

第73回ピックアップコンサート
14:00～16:00 無料

下関ウインドアンサンブル
083-232-8114

（㈱西部水道機器製作所内 田代）

6/12 日 第16回日本音楽療法学会中国支部大会 9:30～12:00 1,000円
日本音楽療法学会 中国支部
（白濱）080-2783-5878

6/17 金 勝てる組織をつくる方法 19:00～21:00 2,000円（要事前申込）
日創研下関経営研究会

083-227-4204
（㈱テレトピア内 秋枝・徳野）

6/18 土 馬関シネクラブ６月例会
①10:30～
②14:00～
③19:00～

会員制 馬関シネクラブ 083-228-2255

6/24 金 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

083-231-2226

6/25 土
アイネ・クライネな❤ムジーク

昼「アニバーサリーな作曲家たち」
夜「Shakespeare」

昼14:00～16:00
夜18:00～20:00

一般2,000円、学生1,000円
（当日各500円増）

昼夜通券3,000円 (前売のみ)

下関音楽人の会（松田）
090-9412-8625

6/26 日 ピアノ発表会 14:00～16:00 無料 里原 090-4894-3567

月日 曜 宙のホール イベント 開演時間(予定) 入場料 お問合せ先

6/4 土
リアル脱出ゲーム×名探偵コナンFILE4

「黒き暗殺者からの脱出」

両日
10:30～12:00
13:30～15:00
16:30～18:00

一般2,880円
学生2,360円

株式会社 夢番地
082-249-3571

6/5 日

6/8 水 信長夢物語下関公演 13:00～15:00 3,000円
(株)オフィスピースオブドリーム
(伊藤) 03-3598-3690

6/15 水
市民文化セミナー（第1分野）第1回目

「日本画の魅力と下関縁の画家」
10:00～11:50 無料

下関市教育委員会教育部
生涯学習課 083-231-2054

6/25 土
人形劇

「火よう日のごちそうはひきがえる」公演
18:30～19:30

おとな2,000円
子ども(4歳以上)1,000円

NPO法人子ども劇場下関センター
083-254-3353

※主催者様の都合により開演・終演等が変更されることがあります。各イベントに関してのご質問は「お問合せ先」へお願いします。


