
指　　　揮／オカピ
＜ズーラシアンブラス＞
トランペット／ドゥクラングール、
　　　　　　インドライオン
ホ ル ン／マレーバク
トロンボーン／スマトラトラ
チ ュ ー バ／ホッキョクグマ
サックス四重奏／サキソフォックス
ピ ア ノ／ベス

出演（予定）
●ドレミの歌 　●おぼろ月夜
●さくら幻想曲 　●島唄
●うさぎのラプソディ　　　ほか

曲目（予定）

2017

4 8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13：15）

○ プレイガイド
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 61382）、チケットぴあ（Pコード 316-039）

お問い合わせ
テレビ西日本事業部・・・092-852-5507（平日10：00～18：00）
ドリームシップ・・・・・・・・・・・・083-231-1234
下関市民会館・・・・・・・・・・・・083-231-6401

主催：TNCテレビ西日本、公益財団法人 下関市文化振興財団

0歳から入場OK！ 親子で楽しむクラシックコンサート

ズーラシアンブラスとなかまたちの音楽の絵本
ブリランテ 下関公演 指揮者のオカピ、トランペットのインドライオン、トロンボーンのスマトラトラ。子ど

もたちに大人気のズーラシアンブラス！いたずら好きな四つ子のきつねたち“サキ
ソフォックス”のサックス四重奏や、弦うさぎのベスによるピアノの演奏も加わっ
て、華やかなステージをお届けします！
子どもたちが音楽を聴いてワクワクしたり、音楽の素晴らしさを知るきっかけにな
るコンサートです。
ウィットに富んだアレンジと演出、本格的な演奏が評判で、大人のファンも多い
ズーラシアンブラス。どうぞお楽しみに！

優れた若手演奏家の発掘を目的に平成24年から秋吉台国際芸術村が開催している「秋吉台音楽コンクール」の優勝者によるコンサートを特別に
下関で披露します。

～歴代優勝者による特別演奏会～

●会田莉凡（ヴァイオリン）
　［第1回山口県知事賞］
●コハーン・イシュトヴァーン（クラリネット）
　［第4回山口県知事賞］
●村田千佳（ピアノ）

出演

全席指定
3,000円

※当日は500円増
※0歳から入場可。ひざ上鑑賞無料。
　座席が必要な場合は要チケット

主催：（公財）山口きらめき財団秋吉台国際芸術村　（公財）下関市文化振興財団
後援：山口県、山口県教育委員会、美祢市、 美祢市教育委員会、下関市、下関市教育委員会、下関市文化連合会

お問い合わせ
秋吉台国際芸術村・・・0837-63-0020
下関市民会館・・・・・・・・・・083-231-6401

ドリームシップ・・・・・083-231-1234

○ プレイガイド
秋吉台国際芸術村・・・0837-63-0020
下関市民会館・・・・・・・・・・083-231-6401

ドリームシップ・・・・・・083-231-1234
ローソンチケット（Lコード：61461）

発売中

○ プレイガイド
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 61374）、チケットぴあ （Pコード 455-606）
主催：一般財団法人 下関市民会館協力会、公益財団法人 下関市文化振興財団

金子みすゞ  詩の世界
美しい言葉と音楽の妙なる出会い―クラシック音楽と金子みすゞ の詩のコラボレーション

現代の日本人の心に身近で自然な言葉で語りかける金子みすゞ の詩とクラシック音楽。それぞれが持つ“語りかける力”は互いに響き合い、美しい言葉と音楽との
出会いは、聴く者の心をほっこりと包み込むことでしょう。

○遠藤真理（チェロ）　○仲道祐子（ピアノ）
○原田かおり（朗読）［パーソナリティー、ナレーター］
○下関少年少女合唱隊　○みすゞ 少年少女合唱団
構成：新井鷗子

出演

プログラム

©武藤 章©中山かつみ

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円増
※4歳以下入場不可

2017

3 12 日
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）

遠藤真理（チェロ）

下関少年少女合唱隊 みすゞ 少年少女合唱団

仲道祐子（ピアノ） 原田かおり（朗読）

コハーン・イシュトヴァーン会田莉凡

村田千佳

プログラム
●ヴァイオリン・ソロ
　J.マスネ：タイスの瞑想曲
　P.サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン、ほか
●クラリネット・ソロ
　J.ホロヴィッツ：クラリネットとピアノのためのソナチネ
　P.チャイコフスキー／コハーン編：くるみ割り人形、ほか
●ヴァイオリン、クラリネット、ピアノトリオ
　B.バルトーク：コントラスツ、ほか

全席自由
一般2,000円・学生500円

※秋吉台国際芸術村フレンズネット会員、
　下関市文化振興財団友の会会員は2割引
※未就学児入場不可

2017

2 5日
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）

「私と小鳥と鈴と」
「こだまでしょうか」
「大漁」  ほか

シューマン：「子供の情景」から
　　　  　   “見知らぬ国と人々について”
　　　  　   “トロイメライ”
ピ ア ソラ：リベルタンゴ
ラヴ ェ ル：亡き王女のためのパヴァーヌ

エ ル ガ ー：愛の挨拶
プロコフィエフ：「チェロ・ソナタ」より
　　　　　   “第2楽章”
　　　　　   “第3楽章”
吉 松 隆：桜の下…紀行 ※曲目は変更になる場合がありますので、あらかじめご了

　承ください。

シ ョ パ ン：子犬のワルツ
サン＝サーンス：白鳥
メンデルスゾーン：「チェロ・ソナタ  第2番」より
　　　　　   　“第1楽章”　ほか

発売中

Let’s Play スタインウェイ♪
音響設備の整った“海のホール”のステージで、世界最高峰の音色といわれるスタインウェイを
弾いて、ピアノや音楽、芸術に対する関心をさらに深めてみませんか。滅多とないチャンスをぜ
ひお試しください。

2017年3月4日 土 ドリームシップ 海のホール（下関市生涯学習プラザ）10：00～20：00利用時間

海のホールで
ピアノを弾いて
みませんか？

対　　象 ピアノを習っている方

定　　員 10組

利用設備 音響反射板、空調、基本照明

料　　金 1区分（1時間）…2,000円

利用区分 10区分…A10：00～、B11：00～、C12：00～、D13：00～、
　　　　 E14：00～、 F15：00～、G16：00～、H17：00～、
　　　　 I 18：00～、J19：00～

応募締切 2017年2月10日（金）
※当日必着。 ※応募多数の場合は抽選。

使用楽器 スタインウェイ社製フルコンサートモデル［型番D－274］

応募方法 専用の応募用紙に、ご希望の時間帯など必要事項をご記入の上、
ドリームシップ事務所1階窓口に持参、またはFAX・郵送でお申込
下さい。
※専用応募用紙は、ドリームシップなどに備え付けているほか、ホーム
ページ［http：//s-dreamship.jp］からもダウンロード可。

注意事項 ※ご利用の時間帯には準備から片付けまで、全ての時間を含みます。
※小学生や未就学児が参加する場合は、必ず保護者の付き添いをお
願いします。

※レッスンや営業目的での参加はできません。

ドリームシップ　〒750-0016  下関市細江町3丁目1番1号  TEL 083-231-1234  FAX 083-242-6234お問い合わせ・申し込み先

発売中

公益財団法人下関市文化振興財団　TEL.083-231-6401公益財団法人下関市文化振興財団　TEL.083-231-6401

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。
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ステージのすばらしさ、感動とやすらぎをあなたに。 公益財団法人 下関市文化振興財団GUIDE

下関市民会館

HP http://www.scpf.jp E-mail info@scpf.jp
〒750-0025　下関市竹崎町4丁目5-1　TEL.083-231-6401　FAX.083-235-0800

■開　館／9：00～19：00　■休館日／年末年始（12月29日～翌年1月3日）

■ 直接購入・・・・・・・・受付時間 9：00～21：00 ※チケット発売日のみ10:00～21:00
■ 電話予約・・・・・・・・受付時間 9：00～21：00 ※チケット発売日のみ13:00～21:00

ドリームシップにて取扱いのチケット購入方法

○ 7日以内に来館
○ 銀行振込（山口銀行） ※振込手数料はお客様負担
　  ⇒入金確認後、公演日当日まで市民会館でお預かりをするか、郵送希望の場合は510円をプラスしてお振り込みください。 郵便局のレターパックにてご送付いたします。
○ 代金引換(郵便局)にてチケット送付 ※代引手数料はお客様負担
　  ⇒ご自宅にてチケットを受け取ることができます。〈チケット料金＋代引手数料（500円程度）〉

受
取
方
法

下関市民会館・耐震補強工事のお知らせ
下関市民会館は、耐震補強工事のため、工事期間中は施設（全館）の貸し出しはできません。
利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。なお、チケット等の販売のため、事務局は開いてい
ます。（開館時間：9時～19時）　※工事終了予定…平成29年3月31日

年末年始（休館日）のお知らせ
年末年始の休館を下記のとおりとさせていただきます。ご利用の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご了承ください。
「下関市民会館」「下関市生涯学習プラザ」…平成28年12月29日（木）から平成29年1月3日（火）まで
「下関市立中央図書館」…平成28年12月28日（水）から平成29年1月3日（火）まで
「下関市立近代先人顕彰館」…平成28年12月28日（水）から平成29年1月4日（水）まで

I n f o r m a t i o n

［全館耐震補強工事のため催し物はありません。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）］

下関市民会館の使用受付について（平成30年1月分）
〇使用予約受付日
抽 選 日：平成29年 1月4日(水)　13:00受付開始
抽 選 会 場：ドリームシップ（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30年1月4日(木)～1月31日(水)
　　　　　　 展示室/平成30年1月4日(木)～2月4日(日)

※市民会館は現在耐震補強工事で休館中のため、抽選
会場は「ドリームシップ」 (細江町)で行います。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

HP E-mail info@s-dreamship.jphttp://s-dreamship.jp
〒750-0016　下関市細江町3丁目1-1　TEL.083-231-1234　FAX.083-242-6234

■開　館／9：00～22：00　■休館日／年末年始（12月29日～翌年1月3日）

ドリームシップ（下関市生涯学習プラザ）

第7回認知症下関大会　『平穏死のすすめ』～穏やかな最期を迎えるために～  13：00～15：30
［500円 ※要事前購入］　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（二井）　083-248-0986

1/8（日）

第41回下関市連合音楽会　13:00～16:00　［無料］　事務局（下関南高等学校）　083-222-40391/7（土）

出張！なんでも鑑定団  in下関　13：30～　［要応募 ※締め切りました］　（公財）下関市文化振興財団　083-231-64011/15（日）

第46回下関市アンサンブルコンテスト　10：00～16：00　［無料］　山口県吹奏楽連盟下関地区事務局（早鞆高等学校）　083-231-00801/28（土）

ピアノ発表会　14：00～16：00　［無料］　チップンデール（堀井）　090-7125-87911/7（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　083-231-22261/21（土）

下関市民劇場 1月例会　加藤健一事務所公演  －Be My Baby－ いとしのベイビー
20日18：30～20：50　21日18：30～20：50　22日13：00～15：20　［会員制］　下関市民劇場　083-232-4065

1/20（金）
～22（日）

Chanter Ⅻ　11：15～16：15　［無料］　リトルノートピアノスタジオ（神野）　090-1337-27471/29（日）

十字堂ヤングピアニストコンサート
ヤマハジュニアピアノコンサート

1/22（日）

馬関シネクラブ 1月例会　13日19：00～　14日①10：30～　②14：00～　［会員制］　馬関シネクラブ　083-228-2255

下関リトミック音楽教室  リトルコンサート　13：00～　［無料］　下関リトミック音楽教室（田辺）　083-231-79121/29（日）

第15回日本PSG研究会 中四国支部例会  9：50～15：20　　［会員1,000円　非会員4,000円］　日本PSG研究会 中四国支部（玉野三井病院）　0863-31-41871/22（日）

※各イベントに関してのご質問は「お問合せ先」へお願い致します。開演・終演時間などは予定ですので、変更になる場合もございます。

風のホール

宙のホール

海のホール

11月29日（火）
～3月5日（日）

2階
田中絹代記念館

企画展「女優田中絹代と映画監督⑥田中絹代」

企画展では、田中絹代監督デビュー作品『恋文』（昭和28年/新東宝）に焦点を当て、映画監督へと進出する絹代を支えた巨匠監督たち
と共に紹介します。

観覧料が必要です

※（　）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）
［個人］ 一般200（160）円／小･中学生100（80）円

HP http://www.kinuyo-bunka.jp E-mail info@kinuyo-bunka.jp
〒750-0008　山口県下関市田中町5番7号　TEL.083-250-7666　FAX.083-231-0469

■開　館／9：30～17：00 （入館は16:30まで）
■休館日／月曜日（祝祭日の場合は翌日）・年末年始（12月28日～翌年1月4日まで） ※その他、展示替えなどのために、臨時に休館をする場合があります。

下関市立近代先人顕彰館（愛称：田中絹代ぶんか館）

1月5日（木）
～4月2日（日）

1階
ふるさと文学館

冬季所蔵品展「古川 薫」
直木賞作家・古川薫の直木賞候補作から受賞作までの10作品と関係資料を紹介します。

観覧無料

DVD上映会 観覧無料

出 演 渥美 清、八千草 薫、田中絹代 ほか上 映 ①10：00～  ②14：00～ 会 場 ミニホール 定 員 40名（先着順）
1/8（日）

田中絹代監督作品上映会『乳房よ永遠なれ』 （1955年、監督：田中絹代、110分） 観覧無料

定 員 40名会 場 ミニホール「童謡を歌う会」 開 演 14：00～

小さなお子様から大人まで、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。

参加無料

出 演 月丘夢路、葉山良二、杉葉子 ほか上 映 ①10：00～  ②14：00～ 会 場 ミニホール 定 員 40名（先着順）1/29（日）

田中絹代記念館の企画展「女優田中絹代と映画監督⑥田中絹代」に合わせて、田中絹代監督全6作品の中から『乳房よ永遠なれ』を上映いたします。

1/21（土）

公益財団法人 下関市文化振興財団 事務局） 〒750-0025 山口県下関市竹崎町4-5-1 下関市民会館内

HP http://www.scpf.jp E-mail info@scpf.jpTEL 083-231-6401 FAX 083-235-0800

『男はつらいよ  寅次郎夢枕』（1972年、監督：山田洋次、95分）

1/13（金）
～14（土）

10：00～18：00　［無料］　下十会（下関十字堂楽器店）　083-223-2311

■ 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。

入会受付は、下関市民会館及びドリームシップでのみ行います。また、郵便振替をご希望の方は、ご連絡をいただければご送付いたしま
す。（払込手数料無料）チケット先行発売日に同時入会が可能です。
その他、詳しくはお問い合せください。　友の会事務局 TEL.083-231-6401

下関市文化振興財団［友の会］からのお知らせ 平成 29 年度 ・新会員 １/５(木)より募集開始！
下関市役所　新春コンサート

コンサートinシティホール
二胡・揚琴コンサート（中華二胡学院）

鑑賞
無料

2017年1月10日（火） 12：15～12：50
下関市役所ロビー会場

二胡奏者：姜 涛、揚琴奏者：釈 文、
中華二胡学院 生徒

出演
ジャン タオ シー ウェン

○第九（歓喜の歌）　○採茶撲蝶　○糸　○北国の春
○賽馬（サイ・マ）　○また君に恋してる　○情熱大陸

曲目（予定）

寄付金のお礼とご報告
　このたび、平成28年9月29日ドリームシップ海のホールにおいて行
われた「鈴木慶江ソプラノ・リサイタルin下関」 公演の際の売上げ
の一部をご寄付いただきました。
賜りましたご厚志は、当財団の文
化事業振興資金のために有効に
活用させていただきたいと存じま
す。誠にありがとうございます。

鈴木慶江を囲む会
代表　西 祐司 様
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