
●応 募 先

・下関市民会館 〒750-0025 下関市竹崎町4-5-1
[FAX] 083-235-0800
[Ｅ-mail]  jigyou@scpf.jp

・下関市生涯学習プラザ 〒750-0016 下関市細江町3-1-1

●締め切り ７月29日(金) ※定員に達し次第終了

Program (予定)

●久石 譲
Stand Alone
～NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」メインテーマ～

●菅野よう子
花は咲く
～NHK「明日へ」東日本大震災復興支援ソング～

●グノー
歌劇「ロミオとジュリエット」より “私は夢に生きたい”

●マイヤベーア
歌劇「ディノラー」より “影の歌” ほか

※プログラムは都合により変更になる場合があります。
ご了承ください。

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

7月VOL.220

発行

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。

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

7月VOL.220

発行

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。

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

© Yuji Hori

【プレイガイド】 発売中

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：62067）
チケットぴあ（Ｐコード：299-791）

ピ ア ノ ： 山岸茂人

© 篠原栄治

主催：下関市・(財)釜山文化財団

朝鮮通信使行列再現2016

◎下関市市民部市民文化課 文化振興係

TEL.083-231-4691

◎(公財)下関市文化振興財団 事業係

TEL.083-231-6401

お問
合せ

行列参加者 100人
スタッフ 30人

参加者
大募集

●日時 8月20日 (土)

11:00 下関市生涯学習プラザ集合…昼食▶着替え
16:00 行列出発（姉妹都市ひろば）
18:00 下関市生涯学習プラザ着…着替え▶解散

※スタッフ(行列アシスタント等)の方は、お願いする仕事に
よって集合時間が異なる場合があります。

●行列内容(予定)

姉妹都市ひろば ⇒ カモンワーフ ⇒ 唐戸⇒ 市役所前
⇒ (バス移動) ⇒ 海峡メッセ下関前 ⇒ 海峡ゆめ広場
のコースをパレードします。

●応募資格 高校生以上

●交 通 費 1,000円を支給します。
※参加者には昼食(お弁当)あり。

●応募方法 いずれかでお申し込みください。

①専用の申込用紙を「下関市民会館」または
「下関市生涯学習プラザ」へご持参ください。

※専用申込用紙は、下関市役所・新庁舎4F市民文化課、
下関市民会館、下関市生涯学習プラザ等 各公共施設
にございます。また、HPからもダウンロードできます。

[HP] http://www.scpf.jp

②FAX・はがき・Eメールについては必要事項を
記載のうえ下関市民会館へお申し込みください。

※行列参加者のみ、身長をご記入ください。

下関の夏を彩る｢しものせき馬関まつり｣で朝鮮通信使の衣装を
着てパレードに参加しませんか。

ドリームシップ

名画劇場

平成28年度優秀映画鑑賞推進事業

[注意事項] 昼食・飲み物は持参可能
※ただし、ホール内及びロビーは飲食禁止のため

３階のランチルームをご自由にご利用ください。

鑑賞料 (全席自由)

1日 500円

11日(日) [開場10:15]

① 10:30～12:04 「愛の讃歌」
② 13:00～14:27 「伊豆の踊子」
③ 14:40～16:19 「華岡青洲の妻」
④ 16:30～17:57 「稲妻」」

9/11(日)・12(月)
ドリームシップ 海のホール
（下関市生涯学習プラザ）

チケット取扱い
[7/1(金)発売]

ドリームシップ
下関市民会館

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、
文化庁、東京国立近代美術館フィルムセンター

愛の讃歌 [1967年 松竹]

(カラー シネマスコープ 94分)

山田洋次 監督

倍賞千恵子、中山仁
伴淳三郎 ほか

稲妻 [1952年 大映(東京)]

(白黒 スタンダード 87分)

成瀬巳喜男 監督

高峰秀子、三浦光子
香川京子 ほか

伊豆の踊子 [1963年 日活]

(カラー シネマスコープ 87分)

西河克己 監督

吉永小百合、高橋英樹
大坂志郎 ほか

華岡青洲の妻
[1967年 大映(京都)]
(白黒 シネマスコープ 99分)

増村保造 監督

若尾文子、高峰秀子
市川雷蔵 ほか

４本見ても

12日(月) [開場 9:15]

① 9:30～10:57 「稲妻」
② 11:10～12:49 「華岡青洲の妻」
③ 13:45～15:12 「伊豆の踊子」
④ 15:25～16:59 「愛の讃歌」」

監督と女優との宿命的な出会いによって生み出された名作を紹介いたします。

協賛：松竹ブロードキャスティング株式会社
協力：株式会社オーエムシー

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。

劇団東少ミュージカル

全席
自由

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

【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)

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：61610）

平成28年10月1日(土)
ドリームシップ 海のホール
(下関市生涯学習プラザ)

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



１階／ふるさと文学館

■夏季所蔵品展「林芙美子」 ■期間：7/5(火)～10/2(日) [観覧無料]
ベストセラー「放浪記」や代表作「浮雲」。そして絶筆となった「めし」などを紹介します。

１階／ミニホール

■7/3(日) 「DVD上映会：お絹と番頭」 [観覧無料]
(1941年、監督：野村浩将、74分)
上映：①10:00～ ②14:00～ 出演：田中絹代、上原謙ほか 定員：40名(先着順)

■7/9(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。

■7/16(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。
講師は「童謡愛好会」指導者の田村優子さんです。

■7/22(金) 夏休み特別講座 「ホネホネウォッチング」 [参加無料]
開演：①11:00～12:00 ②13:30～14:30
定員：各回20名 ※保護者も参加可能。
対象：小学３年生～６年生
申込方法：7/5～7/16まで電話にて先着順。
みんなで楽しく人間の骨について学ぼう！

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)

■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します。

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7月分）

〇使用予約受付日

抽 選 日：平成28年 7月1日(金) 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7月1日(土)～7月31日(月)
：展示室

平成29年7月3日(月)～8月6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 7月号

多目的に使用できますので、
発表会、講演会、大会等
様々な催しにご利用ください。

控室や楽屋も備わっています。

中ホールのご紹介

[概要]
中ホール／400席（移動席）
舞台：間口9.8ｍ、奥行3.95ｍ

高さ3.4m
引割緞帳、引割幕（1対）
大黒幕、吊物バトン4本

※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。

～田中絹代記念館
夏季所蔵品展「絹代の思い出」

の展示風景

内 科・胃腸科・呼吸器科・外科
小児科 [入院諾]

下関市長府亀の甲一丁目2-1 豊浦小体育館前

☎ (０８３) ２４５ - ２１５１

牛尾医院亀の甲クリニック
医療
法人

ひとクラス上の安心をあなたに

5年間無償保証
休日も修理出来ます

365日修理OK
ｗｉｔｈ ｙｏｕ ・ ｆｏｒ ｙｏｕ

冷暖房設備設計施工・冷暖房保守サービス
ISO9001 認証取得

〒752-0927 下関市長府扇町13番37号

TEL(083)248-4870 FAX(083)248-4872

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）

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

7/6 水 第1回下関市優良工事事業者表彰式 13:30～16:00 関係者 下関市契約室契約課 083-231-1761

7/10 日 めぐみバレエアート サマーコンサート2016 14:00～16:30 無料 めぐみバレエアート(空閑) 0836-35-3663

7/16 土 コーロ・ブレッツァ コンサート 14:00～16:00 1,000円 コーロ・ブレッツァ(植田) 090-1337-1254

7/17 日 下関女性合唱連盟 第24回キラキラコンサート 13:30～16:00 無料 下関女性合唱連盟(有賀) 083-233-0476

7/18 月 第20回フレッシュ サウンズ・ポピュラーピアノコンサート 13:00～18:00 無料
下関音楽教育研究会(久保)

083-282-1468

7/21 木 平成28年度下関市地域福祉推進大会 13:00～15:30 無料 下関市社会福祉協議会 083-232-2001

7/23 土
第39回山口県吹奏楽連盟下関地区

サマーコンサート
10:00～16:00 無料

山口県吹奏楽連盟下関地区
(事務局：早鞆高校) 083-231-0080

7/24 日 るいバレエスタジオファミリーコンサート 14:30～16:00 無料 るいバレエスタジオ(青柳) 083-255-1301

7/28 木 海のホール バックステージツアー 14:00～15:40 要応募 (7/15必着) 下関市生涯学習プラザ 083-231-1234

7/30 土 フサコバレエクラス発表会 ALL舞ウェイ 15:00～17:00 無料 フサコバレエクラス(鶴見) 090-3376-8710

7/31 日 Ballet Schatz 第5回バレエコンサート 14:00～16:00 無料 Ballet Schatz(槇本) 090-7991-8908

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

7/2 土 下関母の集い大会 9:45～12:00 関係者 下関市連合婦人会 083-233-1170

7/3 日 ピアノ・エレクトーン音楽発表会 13:00~16:00 無料 スタッカート(内田) 090-8064-3440

7/4 月 №１であり続け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）

7/9 土 ピアノ発表会 13:45～16:30 無料
下関ピアノ・音楽教室ラウンジ1990

(中堀) 090-5371-7394

7/10 日 ピアノ発表会 14:00～16:30 無料 兵藤陽子 090-8713-5196

7/16 土 馬関シネクラブ ７月例会
①10:30～
②14:00～
③19:00～

会員制 馬関シネクラブ 083-228-2255

7/17 日 クライネス・コンツェルト（小さな音楽会） 13:00～16:30 無料
下関ソルフェージュ教室(山根)

083-256-5042

7/18 月 福谷都子・青木つくし Duo Concert 14:00～16:00
一般 2,500円

高校生以下2,000円
（当日各500円増）

福谷都子と青木つくし
デュオコンサート実行委員会

（福谷）090-4807-1451

7/27 水 E．P．U 13:00～15:00 2,000円 STUDIO Rasp(殿井) 090-1018-5122

7/30 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 083-231-2226

7/31 日 カワイ音楽教室 こども発表会

①11:00～13:00
②13:30～15:30
③16:00～18:00
④18:30～20:00

無料
カワイ音楽教室

093-521-5453

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

7/1 金 童謡の日記念 童謡を歌う 10:00～11:30 無料
日本童謡の会下関支部
(浜) 090-8247-6349

7/3 日 梅光の未来を考える会 14:00～16:00 無料
梅光の未来を考える会

（澄川）083-233-1413

7/6 水
関門海峡・温故知新塾 第１回目

講義：関門海峡歴史伝
14:00～15:50 無料

下関市教育委員会教育部生涯学習課
083-231-2054

7/12 火
市民文化セミナー（第1分野）第２回目

講義：藤原義江と下関
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

7/16 土
第１４回総会記念講演

岡野雄一氏「認知症の母から教わったこと」
13:30～15:30 500円

高齢社会をよくする下関女性の会(ホーモイ)
（田中）083-253-4892

7/30 土
下関市保育連盟保育内容研修会

週案・保育日誌の書き方講座
14:00～16:00 関係者 下関市保育連盟 083-235-3877

例）簡易音響反射板設置


