
○ チケット発売日

○ プレイガイド

◯財団友の会先行／4月22日（土）AM10：00～販売開始

◯一般発売／4月29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。

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：63314]、
チケットぴあ ［Pコード457-896]

全席指定／2,700円　◆財団友の会・会員は2,500円。

主催：　　　　　　　　　　　、公益財団法人 下関市文化振興財団

2017

7 9 日
1回目／開演12：00（開場11：30）
2回目／開演15：00（開場14：30）
下関市民会館 大ホール

※３歳以上有料。２歳以下は保護者１名につき１名ひざ上鑑賞可。
　ただし、お席が必要なお子様は有料。
※当日券は各200円増

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

【出演】
アンパンマン・ばいきんまん・ジャムおじさん・
バタコさん・めいけんチーズ・ドキンちゃん・
ホラーマン・しょくぱんまん・カレーパンマン・
メロンパンナちゃん・カバお・しらたまさん・
ネギーおじさん・ナガネギマン・ロールパンナ・
ドレミひめ・フラワーひめ・おばけばな
【スタッフ】
脚本：森田正樹（ムービック・プロモートサービス）
演出：木村トオル

きょうは、しらたまさんのコンサート。
しょくぱんまんとドレミひめがゲストです。
パンこうじょうでは、メロンパンナちゃんがロールパンナにプレゼントするお花を育て
ています。「げんきな歌」がお花に大切と知ったメロンパンナちゃんが歌をうたうと・・・。
そのころ、ばいきんまんはアンパンマンをやっつけようと悪だくみを思いつきます。
はたして、メロンパンナちゃんのお花は？
そして、アンパンマンたちは無事にコンサートをひらくことができるのでしょうか？

あらすじ

I n f o r m a t i o n

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

■ 直接購入・・・・・・・・受付時間 9：00～19：00 ※チケット発売日のみ10：00～19：00
■ 電話予約・・・・・・・・受付時間 9：00～19：00 ※チケット発売日のみ13：00～19：00

下関市民会館及びドリームシップにて取扱いのチケット購入方法

○7日以内に予約した施設に来館
○郵便局の「代金引換」にてチケット送付 ※代金引換手数料はお客様負担（500円程度）
　⇒ご自宅にてチケットを受け取ることができます。［チケット代+代金引換手数料］

受
取
方
法

下関市民会館及びドリームシップの使用予約受付・抽選日のお知らせ（平成30年5月分）

■抽 選 日：平成29年 5月1日（月）　13：00～13：30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
　下関市民会館：大ホール、中ホール、会議室…平成30年5月1日（火）～5月31日（木）
　　　　　　　：展示室…平成30年5月7日（月）～6月3日（日）
　ドリームシップ：海のホール、風のホール、宙のホール…平成30年5月1日（火）～5月31日（木）
　　　　　　　　※諸室は、利用日の3ヶ月前の月の1日9：00より随時受付ます。

◆次年の当該月に使用をご希望の場合、一年前の同月１日より予約受付を開始いたします。（例…平成30年5月13日（日）使用希望
→平成29年5月1日受付・抽選）一ヶ月分をまとめて受付をしていますが、土・日・祝日の利用希望が多く、重なった場合は抽選を
行っています。利用者の皆様に平等に予約受付をするためご理解とご協力をよろしくお願いいたします。なお、通常の受付は各
事務所で随時行います。

市民会館利用希望者の抽選会場もドリームシップで行いますので、お間違いないようにご注意下さい。

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。
■ 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。
■ お問合せ・・・・・・・・友の会事務局（下関市民会館内）TEL.083-231-6401

抽選会場についてのご注意
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下関市民会館

主催：下関市、公益財団法人 下関市文化振興財団、山口県、公益財団法人 三井住友海上文化財団

三井住友海上文化財団　ときめくひととき　♯787三井住友海上文化財団　ときめくひととき　♯787

ドリームシップ 海のホール（下関市生涯学習プラザ）
開演18：30 （開場18：00）

2017年8月1日 火火火火火

○チケット発売日 ○プレイガイド

5月6日（土）

●出演
山口 裕之（Vn.） 川﨑 和憲（Va.） 木越 洋（Vc.）
佐川 裕昭（Cb.） 広海 滋子（Pf.）

※本コンサートは、（公財）三井住友海上文化財団の助成により低料金に設定しています。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※当日各200円増

一般・・・1,000円　高校生以下・・・500円全席自由　

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：61728）、チケットぴあ（Ｐコード：330-714）

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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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。GUIDE

○ プレイガイド
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）

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、

2017年
6月3日（土）

下関市民会館 大ホール
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。

綾小路きみまろ

発売中

THE ALFEE
Best Hit Alfee 2017 春フェスタ

THE ALFEE
Best Hit Alfee 2017 春フェスタ

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］

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

全席指定／7,560円
※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。

プレイガイド

発売中

2017

5 5金・祝

ピザを作るのは難しいと思っていませんか？実は家事の合間に、テレ
ビを見ながらでも作れます！
生地を手でこね（手ごね）、発酵させ、形を整え、電気オーブンで焼くま
でを行います。ご家庭に本格的な道具がなくても作れる簡単な方法で
楽しく作ります。

じゃがいものピザ、ヨーグルトのムース
※変更する場合がございます。

講　師

メニュー
（予定）

藤本 紀子先生（大和町パン・菓子教室 師範）

定　員 30名 対　象 どなたでも参加可能
受講料 500円
材料費 1,000円

持参物
エプロン、
手拭きタオル、
ふきん

2017

6 25日
10：00～13：00
ドリームシップ
3階・料理教室

申込締切
平成29年6月9日（金）必着

申込方法

「往信うら面」に①講座名 ②住所 ③氏名・年齢（参加者全員）④電話番号
「返信おもて面」に住所、氏名をご記入の上ドリームシップまで。
・往復はがき1枚につき2名様まで
●ドリームシップ専用申込用紙と返信用の52円切手を添えて直接申し込み

●往復はがき

●応募者多数の場合抽選

電気オーブンでお手軽
手ごねピザづくり！

英会話を習いたい方必見！
英語を話したいと思っている初心者の方も大歓迎です！
英語に親しんでいただくためグループを作って実践形式で楽しく遊
びましょう。
英語を好きになるきっかけになればと思います。

講　師 胡井 咲子先生（GAOインターナショナル代表）

定　員 20名 対　象 どなたでも参加可能
受講料 500円
材料費 100円（資料代等）

持参物 筆記用具

2017

6 7水
10：00～12：00
ドリームシップ
2階・学習室１

申込締切
平成29年5月26日（金）必着

申込方法

「往信うら面」に①講座名 ②住所 ③氏名・年齢（参加者全員）④電話番号
「返信おもて面」に住所、氏名をご記入の上ドリームシップまで。
・往復はがき1枚につき2名様まで
●ドリームシップ専用申込用紙と返信用の52円切手を添えて直接申し込み

●往復はがき

●応募者多数の場合抽選

英会話体験教室
～開けよう！英語のとびら！世界のみんなが待っている！～

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

TSUKEMEN LIVE 2017
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

開演15：00（開場14：30）2017

7 1 土 ドリームシップ 海のホール
（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

○ プレイガイド
■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］

発売中

生涯学習事業 生涯学習事業

下関市民会館 大ホール
開演17：00 （開場16：30）　全席自由 1,000円
※３歳以上有料。２歳以下はひざ上鑑賞のみ無料。

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団　協力：下関少年少女合唱隊　後援：下関市、下関市教育委員会、下関市文化連合会

二年に一度、演奏旅行として来関！ 今年で創立53周年を迎え脈々と受け継がれてきた変わらぬ歌声とともに、児童合唱界のリーダー的
存在として常に新しい演奏を目指し、様々なメディア・舞台へと活動の幅を広げている。下関少年少女合唱隊との合同合唱、ミュージカル
など素晴らしい歌声をお楽しみに。

○チケット発売日

5月13日（土）

2017年8月11日 金・祝

○プレイガイド
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：61763） 、チケットぴあ（Ｐコード：330-717）
下関少年少女合唱隊（事務局） TEL.090-7379-1381

杉並児童合唱団 下関公演
友情出演：下関少年少女合唱隊



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）

月日

5/5

曜

金

大ホール・イベント名

THE ALFEE
Best Hit Alfee 2017春フェスタ

開演～終演

18：00～21：00

13：30～16:00

入場料

全席指定7,560円

主催／お問い合わせ先

月日 曜 中ホール・イベント名 開演～終演 入場料 主催／お問い合わせ先

5/21 日 家庭倫理講演会 10：00～11：30 1,000円
家庭倫理の会下関市
083-258-5047

10：30～13：005/24 水 山口県漁協女性部 通常総会 関係者 山口県漁協女性部
083-231-2212

9：30～5/14 日 下関三曲連盟筝曲演奏会 無料 下関三曲連盟（金山）
083-258-3920

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

5/7 日 生涯学習健康フェスティバル 999円 サンシャインX
090-7373-8791

NHK全国学校音楽コンクール
課題曲講習会

10：30～15：30 無料 下関少年少女合唱隊
090-2294-8975

5/10

5/14

水

日

クラシック名曲コンサート
チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番 18：45～20：30

A席5,200円
B席4,200円

学生席2,000円（当日のみ）
※未就学児入場不可

MIN-ON下関
083-253-5707

5/21 日
第28回下関市民オーケストラ

定期演奏会
14：00～16：30

一般1,500円（当日1,700円）
学生500円（当日600円）
※中学生以下無料
※5歳未満入場不可

5/27 土 近藤聡彦 ファゴットリサイタル2017 14：00～16：00 近藤聡彦 リサイタル実行員会（近藤）
090-5373-1625

一般2,500円
高校生以下1,000円
（当日各500円高）
※未就学児入場不可

下関市民オーケストラ
083-231-4396

5/28 日
馬関シネクラブ

創立28周年記念上映会 会員制
馬関シネクラブ
083-228-2255

5/27 土 19：00～

①10：00～
②13：00～

※イベント内容については予定ですので変更になる場合がございます。各イベントに関してのご質問は「お問い合わせ先」へお願い致します。

　下関市民会館の耐震改修工事完成を記念し、4月
1日(土)に式典及びミニコンサートを行いました。多くの
市民の皆様にご参加いただき盛大にオープンを迎える
ことができましたことを心より感謝申し上げます。
　また、併せて一般財団法人橋元才平翁記念文化財団
よりスタインウェイピアノの目録の贈呈がありました。
　今後もより一層、文化芸術の振興に励んで参ります。

下関市民会館 耐震改修工事完成記念セレモニー



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）

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）

4/4（火）
～7/2（日） 春季所蔵品展「田中慎弥」 田中慎弥氏の芥川賞受賞以降の作品を中心に、緻密な作業の跡が伺える構想メモや直筆原稿等

の資料も併せて紹介します。

１階／ふるさと文学館　［観覧無料］

3/7（火）
～6/4（日） 春季所蔵品展「絹代と先帝祭」 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。

5/7（日） DVD上映会 『鞍馬天狗　鞍馬の火祭』
（1951年、監督：大曾根辰夫、92分）

上映…①10：00～　②14：00～
出演…嵐寛寿郎、美空ひばり、岸惠子　ほか
定員…40名（先着順）　観覧…無料 

童謡を歌う会5/20（土）
◆講師 「童謡愛好会」 指導者 田村 優子
開演…14：00～　定員…40名　参加無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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。

１階／ミニホール

２階／田中絹代記念館　［観覧有料］ ［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）

5/17 水 18：30～21：00

月日 曜 海のホール・イベント名 開演～終演 入場料 主催／お問い合わせ先

月日 曜 風のホール・イベント名 開演～終演 入場料 主催／お問い合わせ先

5/13 土 ピアノの哲学びと vol.5
江崎皓介ピアノリサイタル

14：30～16：00 一般2,000円
学生1,000円

江崎皓介のピアノをきく会
080-5626-2010

5/20 土
高橋和彦＆夏川由紀乃
デュオリサイタル2017

①14：00～
②18：00～

一般2,500円
大学生以下1,500円
（当日各500円増）
※未就学児入場不可

ピュウ音楽教室（高橋）
090-8918-1345

5/26 金 リトルコンサート 17：00～19：30 無料 下関リトミック音楽教室（田辺）
083-231-7912

5/27 土 図書館歴史講座 10：00～11：30 無料
※要事前予約

下関市立中央図書館
083-231-2226

5/28 日 エリザベト音楽大学 進学ガイダンス 14：00～ 無料 エリザベト音楽大学（赤木）
082-225-8009

5/21 日
下関ブラス・オーケストラ
第12回定期演奏会

13：00～15：30 500円（当日600円）
※小学生以下無料

コンサート実行委員会（矢内）
090-6830-2827

5/19 金 13：00～15：30

下関市民劇場 5月例会
劇団民藝公演 「集金旅行」 会員制 下関市民劇場

083-232-4065
5/18 木 18：30～21：00

5/24 水
映画「母 小林多喜二の母の物語」

完成記念山口県上映会
一般1,200円（当日1,500円）
中高生800円（当日券のみ）

映画「母」山口県上映実行委員会
下関地区（岡藤）090-4893-8522

①10：30～12：20
②13：30～15：20
③18：30～20：20

※イベント内容については予定ですので変更になる場合がございます。各イベントに関してのご質問は「お問い合わせ先」へお願い致します。
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