公益財団法人 下関市文化振興財団

2017

03

GUIDE

カ

VOL.228

山口フィナンシャルグループ設立 周年記念
下関市民会館リニューアル完成披露

三︑藤娘
長唄囃子連中

下関特別舞踊公演

長唄囃子連中

久々に奇跡の名優︑海峡の街に舞いおりる

下関市民会館大ホール
開演14：00（開場13：00）

坂東玉三郎

4月7日（金）・8日（土）・9日（日）

一︑お目見得口上 二︑傾城

平成29年

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
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！
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曲目（予定）

○ハガキ、FAX、
メールのいずれかで、必要事項を記入の上お申し込み
必 要 記 入 事 項…観覧希望日、
希望席、枚数、郵便番号、住所、
氏名
（フリガナ）
、
電話番号
チケット受け取り方法…A代金引換もしくはB代金振込
○直接事務局窓口で購入
○プレイガイドで購入
ローソンチケット
（Lコード62023）、
チケットぴあ
（Pコード456-369） 発売中
下関市民会館、
ドリームシップ、
シーモール
「ラン」

お問い合わせ・お申し込み先

坂東玉三郎下関公演実行委員会事務局 〒750-0012下関市観音崎町10-6 やまぎん史料館内
TEL.083-228-6008／FAX.083-228-6009 メール：tamasaburo.shimo@gmail.com

●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

※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

○ プレイガイド

発売中

お問い合わせ

2017年
6月3日（土）

2017年

金・祝

下関市民会館 大ホール

下関市民会館大ホール

開演18：00（開場17：15）

下関市民会館、
ドリームシップ、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：66533］、チケットぴあ［Pコード314-719］、
e+（イープラス）http：//eplus.jp/［PC/携帯］

発売中

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、FM山口 / 企画・制作：プロジェクトスリー、
エイトデイズ
後援：ユニバーサルミュージック合同会社、下関市、下関市教育委員会、下関市文化連合会
協力：ALFEE MANIA
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開演14：00

ドリームシップ海のホール（下関市生涯学習プラザ）

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

下関少年少女合唱隊

みすゞ少年少女合唱団

出演

遠藤真理（チェロ） ©中山かつみ

仲道祐子（ピアノ）

原田かおり
（朗読）

©武藤 章

○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

プログラム
から
「私と小鳥と鈴と」 シューマン：「子供の情景」
見知らぬ国と人々について
トロイメライ
「こだまでしょうか」
ピ ア ソ ラ：リベルタンゴ
「大漁」 ほか
ラ ヴ ェ ル：亡き王女のためのパヴァーヌ

※当日は大人券のみ200円増

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

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
※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。

○ 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）

発売中

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

主催：TNCテレビ西日本、公益財団法人 下関市文化振興財団

Best Hit Alfee 2017 春フェスタ

プレイガイド

ガ

日 （開場13：30）

※財団友の会は大人券のみ2,300円
※4歳以下入場不可

綾小路きみまろ

※6歳以上有料。
ただし、6歳未満でも席が必要な場合は有料。

ー
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全席自由…大人2,500円／高校生以下1,000円

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

THE ALFEE

5月5日

ャ

GUIDE
金子みすゞ 詩の世界 3 12

土

全席指定 3,000円

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）

チ

2017

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。

開演14：00（開場13：15）

●チケット購入方法

全席指定 7,560円

ル

ドリームシップ海のホール
（下関市生涯学習プラザ）

●SS席15,000円
（完売）●S1席12,000円
（完売）
※6歳未満入場不可
●S2席 9,000円
●A席 6,000円

全席指定

ステージのすばらしさ、感動とやすらぎをあなたに。

開演14：00（開場13：00）

全席指定…S席5,500円/A席5,000円
※18歳未満の方の入場はご遠慮いただいております。

○ プレイガイド

発売中

下関市民会館、
ドリームシップ、下関市役所売店、
シーモール「ラン」、
アブニール（菊川）

公益財団法人下関市文化振興財団

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、有限会社 サイドキック
後援：下関市、下関市教育委員会、下関市文化連合会、

TEL.083-231-6401

TSUKEMEN

2ヴァイオリンとピアノのインストゥルメンタル・ユニット

LIVE 2017
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開演15：00（開場14：30）

ドリームシップ海のホール
土 （下関市生涯学習プラザ）

全席指定4,800円 ◆財団友の会・会員は4,500円
※3歳未満入場不可

○ チケット発売日

○ プレイガイド

・財団友の会先行／3月11日
（土）AM10：00〜販売開始
※平成29年度新会員対象。 ※下関市民会館及びドリームシップのみで販売。
※購入可能枚数…個人会員2枚まで、
グループ会員6枚まで。
※年 度 会 費…個人会員2,000円、
グループ会員3,000円。
※宇部市文化創造財団友の会・会員 同時先行販売（要会員証提示）。

・一般発売／3月25日
（土）AM10：00〜販売開始

公益財団法人下関市文化振興財団

ドリームシップ、下関市民会館、宇部市文化会館
ローソンチケット［Lコード：61678］、
チケットぴあ［Pコード：323-233］
e+（イープラス） WEB受付⇒ http：//eplus.jp/［PC/携帯］
主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、tysテレビ山口 企画・制作：ANY
後援：キングレコード、下関市、下関市教育委員会、下関市文化連合会
協力：一般財団法人 宇部市文化創造財団

TEL.083-231-6401

GUIDE

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。

下関市民 会 館

下関市立近代先人顕彰館（愛称：田中絹代ぶんか館）

〒750-0025 下関市竹崎町4丁目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 ■休館日／年末年始（12月29日〜翌年1月3日）

〒750-0008 山口県下関市田中町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（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。

［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 耐震改修工事完成記念セレモニー

下関市民会館の使用受付について（平成30年3月分）
〇使用予約受付日

下関市民会館は耐震改修工事を終え、4月1日
（土）
にオープンいたします。
そこで
完成を記念しミニコンサートを行います。皆様のお越しをお待ちしています。

抽 選 日：平成29年 3月1日(水) 13:00〜受付、13:30〜抽選開始
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3月1日（木）〜4月1日（日）
展示室/平成30年3月5日（月）〜4月1日（日）
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●五十嵐美紀子（ソプラノ）●松田まさ子（ヴァイオリン）
●安部浩信（サクソフォン）
下関市民会館 曲目 ●日本古謡／さくらさくら●ヴィニアウフスキー／華麗なるポロネーズ
大ホールロビー （予定）●ダリウス・ミヨー／スカラムーシュより「ブラジレラ」 ほか

会場

詳しくはお問い合わせください。下関市民会館 TEL.083-231-6401

※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。

Let's Play スタインウェイ♪

3/5（日）

橋元才平翁記念第19回ファミリーコンサート 「金子みすゞ詩の世界」

遠藤真理（チェロ）
・仲道祐子（ピアノ）
・原田かおり
（朗読）下関少年少女合唱隊、
みすゞ少年少女合唱団

14：00〜

［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
（当日大人券のみ各200円増）］（公財）
下関市文化振興財団

3/17
（金）
〜19（日）

下関市民劇場 3月例会

3/20
（月）
3/21（火）

海のホール

青年劇場公演「島」

17・18日 18：30〜21：20

古川展生（チェロ）
・塩入俊哉（ピアノ） Special Duo Concert『約束の時』
第67回懐かしの歌声喫茶

平成28年度山口県立豊浦高等学校吹奏楽部第38回定期演奏会

3/28（火）

第37回山口県高等学校文化連盟 器楽管弦楽スプリングコンサート

3/29（水）

第24回山口県立長府高等学校吹奏楽部定期演奏会

3/30
（木）

第24回下関地区高等学校演劇連盟合同公演

3/11（土）

ピアノ＆エレクトーン発表会

3/12（日）

小さな音楽会

3/13
（月）

3.13全国重税反対統一行動下関集会

3/16（木）
〜17
（金）

馬関シネクラブ 3月例会
風のホール

19日 13：00〜15：50 ［会員制］ 下関市民劇場 083-232-4065

18：30〜20：30 ［400円（当日500円）］ 山口県立下関西高等学校 083-222-0892
14：00〜 ［400円（当日500円）］ 山口県立豊浦高等学校 083-245-2161

14：00〜 ［無料］ 下関ウインドアンサンブル事務局（㈱西部水道機器製作所内・田代） 083-232-8114

13：30〜15：30 ［無料］ 越智 恵 083-286-2604
13：00〜14：00 ［無料］ 下関民主商工会 083-223-2328

甦る古典の響き 柳瀬和子 第三回箏曲地歌演奏会

13：30〜16：00 ［一般3,000円、学生1,500円］ 絃照会（柳瀬） 083-231-4051

3/25
（土）

図書館歴史講座

3/25
（土）

第47回三木妙子 門下生 発表会

3/26（日）

ピアノ発表会

3/30
（木）

山下秀樹 トロンボーンリサイタル

19：00〜21：00 ［一般2,000円、学生1,000円］ 山下秀樹 090-7279-2063

下関市立大学生協保護者説明会

10：00〜12：00 ［関係者］ 下関市立大学生活協同組合 083-252-7272

3/11
（土）

観覧無料
会場

ミニホール

定員

40名
（先着順）

開演

14：00〜

会場

ミニホール

定員

40名
（電話予約可）

「童謡を歌う会」

参加無料

開演

14：00〜

会場

ミニホール

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。

ドリームシップにて取 扱 い のチケット購 入 方 法
■ 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
○ 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）〉

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 募集中！

■ 年度会費・・・・・・・・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。
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
■ 入会受付・・・・・・・・下関市民会館及びドリームシップでのみ行います。
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。
（下関市民会館内）TEL.083-231-6401
■ お問合せ・・・・・・・・友の会事務局

17日 ①10：30〜 ②14：00〜 ［会員制］ 馬関シネクラブ 083-228-2255

ピアノ発表会

宙のホール

下関在住の画家夫妻による新旧織り交ぜての『花と風景』をテーマに
した、油彩画、水彩画等約20点を展示します。

下 関 市 民 会 館・耐 震 補 強 工 事 終 了 及びオープンのお知らせ

18：30〜20：30 ［400円（当日500円）］ 山口県立長府高等学校 083-245-0108

①10:00〜12:00 ②13:30〜16:00 ［無料］ 大坪由紀 080-3871-8870

16日 19：00〜

〜鵜木政幸・鵜木かおる絵画二人展〜

岡田嘉子、
江川宇礼雄、田中絹代 ほか

資料代として500円

入場無料

下関市民会館は耐震補強工事を終え、4月1日
（土）にオープンいたします。利用者の皆様にはご不便をおかけしましたが、
より安心・安全な
施設にすることができました。
ご理解とご協力を賜りありがとうございました。装い新たになりました下関市民会館を今後ともご愛顧の程よ
ろしくお願いします。

13：00〜16：00 ［無料］ 山口県立下関中等教育学校 083-266-4100

3/20（月）

3/8（水）

3/18
（土）

18：00〜19：10 ［無料］ 下関地区高等学校演劇連盟（下関西高等学校内） 083-222-0892

下関ウィンドアンサンブル 第74回ピックアップコンサート

3/22
（水） 『花と風景』
〜31
（金）

◎講師は「なつかしの歌声倶楽部」の山根徹さんです。

受取方法

3/26
（日）

共催：
（公財）下関市文化振興財団・田中絹代メモリアル協会

観覧料が必要です

Information

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

下関西高シンフォニックウィンズ スプリングコンサート2017

3/18
（土）

「蓄音機を聴く会」

出演

14：00〜16：00 ［無料］ 森田京子 083-252-2233
10：00〜11：30 ［無料 ※要事前予約］ 下関市立中央図書館 083-231-2226
14：00〜17：30 ［無料］ 三木ヴァイオリン教室（三木） 083-245-2825

14：00〜16：30 ［無料］ 益田千代子 090-9063-1572

布でつくった紙芝居！？なにぬの屋がやってくる！

入場無料

昭和52年3月21日に亡くなった絹代を偲び、初公開の遺品を展示。
付き人姉妹や家族写真などの上映も行います。

『東京の女』
（1933年、
監督：小津安二郎、
47分）

①10：00〜 ②14：00〜

田中絹代没後40年「花嵐忌」

083-231-6401

14：00〜 ［指定席5,500円、自由席5,000円］ メロディー音楽企画 083-231-7898

3/24
（金）

3/5（日）

上映

3/9（木）

14：00〜16：00 ［一般1,500円（当日2,000円）、4歳〜中学生500円（当日700円）］ 国際ソロプチミスト東下関 090-7132-8442

3/12
（日）

DVD上映会

10：00〜20：00 ［観覧無料］ 下関市生涯学習プラザ 083-231-1234

国際ソロプチミスト東下関チャリティーコンサート ピアノ＆トークコンサート ピアニストたちのあこがれ 久保千尋

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。

昭和43年の先帝祭に絹代が特別参加した際の関係
資料や季節に合わせた装いを展示します。

3/5（日）

〒750-0016 下関市細江町3丁目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 ■休館日／年末年始
（12月29日〜翌年1月3日）

3/19
（日）
〜20
（月）

観覧無料

3月7日
（火）
2階
［個人］一般200（160）
円／小･中学生100（80）
円
〜6月4日
（日） 田中絹代記念館 ※（ ）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）

出演

ドリームシップ（下関 市生涯学習プラザ）

冬季所蔵品展「古川 薫」

春季所蔵品展
「絹代と先帝祭」

鑑賞無料 ◆来場者に粗品進呈（数量限定）

土 第１部
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 招待者のみ
（式典）
10:00〜11:00 第２部（ミニコンサート）

※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。

3/4（土）

1階
1月5日
（木）
〜4月2日
（日） ふるさと文学館

18：30〜19：30 ［大人3,000円、子ども（4歳以上）1,500円］ NPO法人子ども劇場下関センター 083-254-3353

ティホール
コンサートinシ
2017年

鑑賞無料

〜羽ばたけ未来の
芸術家たち〜

3月21日（火）12:15〜12:50

会場

下関市役所ロビー（新館）

梅光学院中学校・高等学校生徒
♪鶴原 壮一郎（中２）／ピアノ…ショパン：ソナタNo.2
♪千住 悠紀（高２）／ヴァイオリン…ドニゼッティ：オペラ「連隊の娘」より 誰でも知っている連隊とは
♪渡邉 奈瑠（高２）／ソプラノ…ヴィエニャフスキ：ファウストの主題による華麗なる幻想曲
（予定）
ほか

出演
・
演奏
曲目

公益財団法人 下関市文化振興財団
TE L

083-231-6401

FA X

083-235-0800

寄付金のお礼とご報告
このたび、平成28年10月13日ドリームシップ海の
ホールにおいて行われた
「ブリヂストン吹奏楽団久留米
下関チャリティーコンサート2016」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のために有効に活用させていた
だきます。誠にありがとうございました。
株式会社ブリヂストン下関工場
工場長 藤村 已幸 様

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.jp

