公益財団法人 下関市文化振興財団
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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。
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Information
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3 0 年6月分）

■抽
選
日：平成29年6月1日
（木）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6月1日
（金）〜7月1日
（日）
：展示室…平成30年6月4日
（月）〜7月1日
（日）
ドリームシップ：海のホール、風のホール…平成30年6月1日
（金）〜7月1日
（日）
※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。
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下関市民会館 開館40周年記念事業

MAYUMI ITSUWA DEBUT 45th ANNIVERSARY

五輪真弓 コンサート
2017 flower

◆次年の当該月に使用をご希望の場合、1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6月10日（日）使用希望
→平成29年6月1日受付・抽選）1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。
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抽 選 会場についてのご 注 意

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。
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開演17：00（開場16：30）
土 下関市民会館 大ホール

全席指定 5,500円 ◆財団友の会・会員 5,000円

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

※未就学児入場不可
○チケット発売日

○プレイガイド

■ 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

財団友の会・会員先行／6月17日
（土）
一般／7月1日
（土）

下関市民会館、
ローソンチケット
（Ｌコード：61946）、
チケットぴあ（Ｐコード：333-132）ほか

受取方法

■ 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
○7日以内に予約した施設に来館

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、

○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］

プレイガイド情報

■ 下関市民会館 083-231-6401 ■ 下関市生涯学習プラザ 083-231-1234
■ 下関市役所売店 083-231-1111（開庁時間/8：30〜17：15 、閉庁日/土・日曜日、祝日、年末年始） ■ シーモール「ラン」083-232-4703（専門店街10：00〜19：30 不定休）
■ 菊川ふれあい会館（アブニール）083-287-0302（開館9：00〜21：00、休館日/毎週月曜日、年末年始）
「Lコード」※公演ごとに番号があります。※発券手数料あり ※全国のローソン・ミニストップ店頭の「Loppi」にて購入〜発券も可能。
■ ローソンチケット
■ チケットぴあ「Pコード」※公演ごとに番号があります。※発券手数料あり
※全国のセブン-イレブン
「マルチコピー機」、サークルK・サンクス
「Ｋステーション」、ぴあのお店にて購入〜発券も可能。

下関市文化振興財団［友の会］からのお知らせ

キエフ・クラシック・バレエ

チャイコフスキー 夢の3大バレエ名場面集

22

「くるみ割り人形」
「白鳥の湖」
「眠れる森の美女」

平成29年度・新会員 募集中！
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■ 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
■ 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。
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。
（下関市民会館内）TEL.083-231-6401
■ お問合せ・・・・・・・・友の会事務局

下関駅

↑新下関方面

○チケット発売日
9

シーモール
下関

下関市民会館

小倉方面↓

P
P

下関地方
合同庁舎

海峡メッセ
下関
海峡
ゆめタワー

P

金 下関市民会館 大ホール
※4歳以上入場可

○プレイガイド

財団友の会・会員先行／6月10日
（土）
一般／6月24日
（土）

DREAM SHIP

下関警察署

開演18：30（開場18：00）

全席指定 4,000円 ◆財団友の会・会員は3,500円

下関郵便局

下関市民会館、
ローソンチケット（Ｌコード：61921）、
チケットぴあ（Ｐコード：459-284） ほか
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P9

細江町駐車場

P
関門海峡

下関港国際ターミナル

公益財団法人 下関市文化振興財団
TEL

下関市民会館 開館40周年記念事業

083-231-6401

F AX

083-235-0800

主催：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

※演奏は特別録音音源を使用します

9

9

HP

http://www.scpf.jp

E-mail

info@scpf.jp

公益財団法人下関市文化振興財団

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。

文化団体・ご紹介コーナー

下関市文化振興財団ボランティアの会

代表／中尾 鏡子

平成10年に設立されたボランティアの会は、
「 下関市民会館」、
「ドリームシップ」
を市民の皆様に幅
広く知っていただき、気軽に足を運んでいただけるよう、
当財団が主催する公演の際に、会場受付での
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もぎり などご協力をいただいています。
また、
お客様ご自身にイベントを楽しんでいただきたく、
「懐かし
の歌声喫茶」
を年4回（3月・6月・9月・12月）開催されており、6月20日
（火）
には、第68回「懐かしの歌声
喫茶」
が行なわれます。
参加されたお客様は、昔を懐かしみ、
ときには涙して心を和ませておられます。

日

寄付金の
お礼とご報告

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

発売中

2017

下関市民会館、
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] ほか
主催：

、公益財団法人 下関市文化振興財団

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

三井住友海上文化財団 ときめくひととき ♯787

●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.）

2017年8月1日 火

1

一般・
・
・1,000円 高校生以下・
・
・
・500円

（下関市生涯学習プラザ）

全席指定4,800円
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下関市民会館 大ホール

全席自由 1,000円
○プレイガイド

下関市民会館 大ホール
開演14：00（開場13：00）

※3歳未満入場不可

開演17：00（開場16：30）

下関市民会館、
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） ほか

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

※18歳未満の方の入場はご遠慮いただいております。

発売中

○ 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、

織姫と彦星をかわいく巻いて☆

友情出演：下関少年少女合唱隊

Program
発売中

全席指定…S席5,500円/A席5,000円

生涯学習事業

七夕のデコ巻きずし教室

デコ巻きずしは、具材と巻き方を工夫して断面に美しい図柄を描きます。季節の
行事やパーティなどの様々な場面で、いつもと違う巻きずしがあると作った人も
喜びを感じ、食べる人も驚いて自然と会話が広がります。
具材を混ぜ合わせた酢飯を使ってパーツを組み合わせ、織姫と彦星をかわいく
巻きましょう。
みんなでわいわい笑顔になりませんか？

2017年

※３歳以上有料。
２歳以下はひざ上鑑賞のみ無料。

◆財団友の会・会員は4,500円

発売中

杉並児童合唱団 下関公演

金・祝

2017年
6月3日（土）

開演15：00（開場14：30）
ドリームシップ 海のホール

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

2017

土

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

※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

○プレイガイド

7

■ドリームシップ、下関市民会館、宇部市文化会館
発売中
■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］

開演18：30（開場18：00）

ドリームシップ、
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） ほか

綾小路きみまろ

LIVE
2017

○ プレイガイド

ドリームシップ 海のホール（下関市生涯学習プラザ）
全席自由

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。

TSUKEMEN

※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

▲もぎり風景

このたび、
ドリームシップ海のホールにおいて行われた
「懐かしの歌声喫茶」
（ 64回〜67回）公演の際の売上げの一部をご寄付いた

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

全席指定／2,700円 ◆財団友の会・会員は2,500円。
○ プレイガイド

▲ボランティアの会のみなさん

【第１部】3Ｂ〜Suginami Way〜
【第２部】サウンド・オブ・ミュージック
【第３部】下関少年少女合唱隊
【第4部】ADVANCE 〜ヒットポップスメドレー70 s〜80 s
etc…

7月2日 日

10：00〜13：00
ドリームシップ 3階・料理教室

講

師 下手 知子 先生（日本デコずし協会マイスター／こむぎ巻子） 定

対

象 どなたでも参加可能 ※難易度が少し高いため小学生以下は親子でご参加ください。

受講料 1名 500円

員 30名

材料費 1名 1,000円 ※小学生以下の親子は親子で1名分

持参物 エプロン、
まきす、持ち帰り用タッパー、電子はかり
申込締切 平成29年6月16日
（金）必着

夏休みの作品作りに最適☆

グラスアートで
『フォトフレーム』
づくり教室

グラスアートってな〜に？ステンドグラスの雰囲気をそのままに、より簡単に短時
間で安全に作品を作ることができる新しいクラフトです。素材となるガラス板な
どに、鉛でできたリード線と特殊なカラーフィルムを貼って作ります。
ガラスをカッ
トする作業も、半田ごてなどの道具も一切必要ありません。
リード線は柔らかく手
で簡単に曲げることができます。
この機会に自分だけの オリジナル な作品をつくりませんか。

2017年

10：00〜12：00
7月22日 土 ドリームシップ
2階・学習室3

講

師 木下 薫 先生（グラスアート・押し花 インストラクター）

対

象 作品づくりなので、一人でも参加できる小学生 ※低学年の場合、保護者同室可。

受講料 500円

材料費 1,000円

定

員 20名

持参物 はさみ

申込締切 平成29年7月7日
（金）必着

講座申込み方法
●往復はがき ※往復はがき1枚につき2名様まで 「往信うら面」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」住所、氏名をご記入の上ドリームシップまで。
●ドリームシップ専用申込用紙と返信用の62円切手を添えて直接申し込み ●応募者多数の場合は抽選となります。●お問い合わせ：下関市生涯学習プラザ・事業係／TEL.083-231-1234

ドリームシップ（ 下関市生涯学習プラザ）

〒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）

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

6/4

日

女声ヴォーカルグループ
アンサンブル・フェリーチェ コンサート

14：00〜

一般2,000円
高校生まで1,000円

アンサンブル・フェリーチェ
（高橋）
080-5337-2926

6/5

月

創立記念定期演奏会

14：00〜16：00

無料

梅光学院高等学校 083-227-1200

6/18

日

山口県立下関南高等学校
第37回管弦楽部演奏会

14：00〜16：00

中学生以上 500円（当日600円）
※小学生以下無料

山口県立下関南高等学校
083-222-4039

6/25

日

下関市民合唱団2017 定期演奏会

14：00〜16：00

1,000円
※中学生以下無料、要整理券

下関市民合唱団（冨永）
083-223-5856

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

6/4

日

下関ウィンドアンサンブル
第75回ピックアップコンサート

14：00〜

無料

下関ウインドアンサンブル事務局
（（株）西部水道機器製作所内・田代）083-232-8114

6/8

木

ORI・TOSHI・TAISHI コンサート

19：00〜21：00

一般1,500円／高校生以下500円
（当日各200円増）

（株）下関十字堂楽器店（扇）
083-223-2311

6/10

土

熊本地震復興支援
ゴスペルグループハイカラーズ チャリティコンサート

13：30〜15：30

1,000円

ハイカラーズ（金谷）
083-224-0974

6/11

日

ピアノ・エレクトーン発表会

13：00〜16：30

無料

6/18

日

下関音楽人の会 みんなのコンサート2017
アイネクライネな♥ムジークどっぷりアメリカ

①14：00〜16：00
②17：00〜19：00

一般2,000円／学生1,000円
（当日各500円増）

下関音楽人の会（松田）
090-9412-8625

6/24

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

6/25

日

Les CinQ Concertseries"Kind"

14：00〜16：00

一般1,800円／高校生以下1,000円
（当日各200円増）

Les CinQ（小川）090-4485-7189

月日

曜

宙のホール・イベント名

開演〜終演

入場料

主催／お問い合わせ先

6/2

金

第6回秋吉台ギターセミナー 記念コンサート
クラッシックギターの愉しみ

14：00〜16：00

一般2,000円／学生1,000円
（当日各500円増）

中野ギタースタジオ
（中野）
090-9608-2737

6/10

土

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

6/14

水

市民文化セミナー
（第1分野）第1回目

10：00〜11：50

無料 ※要事前予約

下関市教育委員会 生涯学習課
083-231-2054

6/17

土

保育内容研修

14：00〜16：00

無料

下関市保育連盟 083-235-3877

6/18

日

リトミック講習会

10：00〜14：30

3,000円

全日本リトミック音楽教育研究会山口支部
（越智）090-2861-0913

6/24

土

6/25

日

1,000円
（2日間）
※高校生以下無料

下関モラロジー事務所（原田）
083-222-0025

「いつもとなりに」公演

「道徳ってなぁに」生涯学習セミナー

13：30〜16：00
9：30〜12：00

（大迫）090-5690-7600

※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 関市立近代先人顕 彰 館（ 愛 称：田 中 絹 代ぶんか館）
〒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。

１階／ふるさと文学館 ［観覧無料］
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／ミニホール
6/4（日）
6/8（木）

DVD上映会『マダムと女房』

（1931年、監督：五所平之助、56分）

6/6（火）
〜9/3（日）

出演…田中絹代、渡辺篤、市村美津子
観覧…無料

ほか

◆講師「なつかしの歌声倶楽部」山根 徹
開演…14:00〜 定員…40名（電話予約可） 資料代：500円
蓄音機で懐かしい曲を聴きながら、時に歌いながら楽しみましょう。

蓄音機を楽しむ会

２階／田中絹代記念館 ［観覧有料］

上映…①10:00〜/②14:00〜
定員…40名（先着順）

［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「絹代の琴と三味線」

絹代の遺品の中から琴と三味線を展示するにあたり、絹代の「演技開眼」に繋がった映画作品
『春琴抄 お琴と佐助』
（昭和10年/松竹蒲田）を紹介します。

