公益財団法人 下関市文化振興財団
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Information
臨 時 休館日のお知らせ

●下関市民会館 臨時休館日：平成29年9月12日
（火）…消防法に基づく消防設備保守点検のため
●ドリームシップ全館（下関市生涯学習プラザ及び下関市中央図書館） 臨時休館日：平成29年9月29日（金）…消防法に基づく消防設備保守点検のため
ご迷惑をおかけしますが何卒ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

2017年

全席指定

10 月 15 日 日
4,500円 ◆財団友の会・会員4,000円
※未就学児入場不可

受取方法

●プレイガイド
ドリームシップ、
ローソンチケット
（Ｌコード：61852）
、
チケットぴあ
（Ｐコード：336-511） ほか

⇒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 ■ ドリームシップ［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

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団

平成29年度・新会員 募集中！

第16回 市民会館名画劇場
2017 年

■ 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

24日 25日 下関市民会館 大ホール
日

・

月

全席自由 1日券500円

※詳しい上映スケジュールは下関市民会館までお問い合わせください。

●チケット発売日

●プレイガイド

7月1日（土）10：00〜

下関駅

↑新下関方面

「不知火検校」

下関市民会館、ドリームシップ

「次郎長三国志」

「網走番外地」

「人生劇場 飛車角と吉良常」

DREAM SHIP
9

P9

細江町駐車場

小倉方面↓

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

9月

下関郵便局

P

市民
会館

平成29年度 優秀映画鑑賞推進事業

※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。

P

ドリーム
シップ

財団友の会・会員先行/7月8日（土）10：00〜
一般/7月22日（土）10：00〜

○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）

海峡メッセ
下関

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、文化庁、東京国立近代美術館フィルムセンター

事務局）〒750-0025 山口県下関市竹崎町4-5-1 下関市民会館内

9

特別協賛：

協力：株式会社オーエムシー

9

HP
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●チケット発売日

○7日以内に予約した施設に来館

下関警察署

07

開演14：00（開場13：30）

■ 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

P

イ ド

ドリームシップ 海のホール

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

海峡
ゆめタワー

ガ

（下関市生涯学習プラザ）

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。

下関地方
合同庁舎

ー

2017

10th Anniversary コンサート “十年祭”

抽 選 会場についてのご 注 意

下関市民会館

ャ

- 古武道 -

■抽
選
日：平成29年7月1日
（土） 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7月2日
（月）〜7月31日
（火）
：展示室…平成30年7月2日
（月）〜8月5日
（日）
ドリームシップ：海のホール、風のホール…平成30年7月2日
（月）〜7月31日
（火）
※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7月8日
（日）使用希望→
平成29年7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。

シーモール
下関

チ

KOBUDO

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7月分）

9
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下関市文化振興財団［友の会］からのお知らせ

ステージのすばらしさ、感動とやすらぎをあなたに。

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。
市民
会館

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

日

2017 flower
2017

10

朝鮮通信使行列再現2017 ボランティア募集！
時

：00 下関市民会館 集合…昼食▶着替え
8月19日（土）11
16：00 行列出発（姉妹都市ひろば）
18：00 下関市民会館

7

高校生以上

交 通 費

応募方法

FAX・はがき・Eメールにて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。

応 募 先

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 E-mail：jigyou@scpf.jp
市民
会館

財団友の会・会員先行／発売中

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

ドリーム
シップ

市民
会館

下関市民会館 開館40周年記念事業

キエフ・クラシック・バレエ

●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.）

8 /1

2017

ドリームシップ 海のホール

（下関市生涯学習プラザ）

火 開演18：30（開場18：00）

全席自由 一般・・・1,000円 高校生以下・・・500円

※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
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

発売中

チャイコフスキー
夢の3大バレエ名場面集
「くるみ割り人形」
「白鳥の湖」
「眠れる森の美女」

9 1822
：30

2017

7
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締め切り

7月28日（金）
※定員に達し次第終了

杉並児童合唱団 下関公演

2017

日

8

1回目／開演12：00（開場11：30）
2回目／開演15：00（開場14：30）
©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

全席指定／2,700円 ◆財団友の会・会員 2,500円。
※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

発売中

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

金

主催：

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。

市民
会館

発売中

○プレイガイド
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

Program
【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…
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

生涯学習事業

（開場18：00）

下関市民会館
大ホール
◆財団友の会・会員

開演17：00（開場16：30）

、公益財団法人 下関市文化振興財団

開演

全席指定

11

金・祝

下関市民会館 大ホール

下関市民会館 大ホール

○ プレイガイド

2017

夏休みの宿題に最適☆

トールペイント教室
お花のペン立てをつくろう！

4,000円
3,500円

※4歳以上入場可

○プレイガイド

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

発売中

日本ではヨーロッパの伝統的装飾技法を土台にして、木・ブリキ・ガラス・陶芸・
布などあらゆる素材に絵を描くことを総称して トールペイント と呼んでいます。
色が豊富で使いやすいアクリル絵の具で、パターンを使ったデザインなので、誰
でも親しみやすく上手に描くことができます。
今回は白でコーティングされた木の素材のペン立てに好きな色（色数は限りがあ
ります）
を塗ってかわいいペン立てを作ります♪

2017年

8月1日 火

師 川浪 見晴先生（一般財団法人 生涯学習開発財団〈文科省所管〉認定講師）

対

象 小学3年生以上 ※保護者同室可。 定
材料費 700円

申込締切 7月14日
（金）必着
※演奏は特別録音音源を使用します
主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、

1 10：00〜12：00 2 14：00〜16：00
ドリームシップ 2階・学習室3

講

受講料 500円

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

※ご応募いただいた個人情報は、
この事業以外には使用
いたしません。

友情出演：下関少年少女合唱隊

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、

三井住友海上文化財団 ときめくひととき ♯787

①行列参加もしくはスタッフの表記
②氏名（ふりがな）③年齢 ④性別 ⑤住所
⑥電話番号 ⑦身長（行列参加者のみ）

1,000円を支給します。※参加者には昼食（お弁当）があります。

※未就学児入場不可

○プレイガイド

必要事項

応募資格

全席指定 5,500円 ◆財団友の会・会員 5,000円

一般／7月1日
（土）

到着…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。

開演17：00（開場16：30）
土 下関市民会館 大ホール

○チケット発売日

朝鮮通信使の衣装を着て
パレードに参加しませんか！？

員 各回6名

持参物 汚れても良い服装

〜おしゃれストラップづくり〜

リボンレイ教室
リボンレイは、ハワイの伝統的なレイを、生花の代わりにリボンや毛糸を縫ったり
編んだりして作るハワイアンクラフトのひとつです。
レイは感謝の気持ちや敬愛
の念を込めて記念日などに贈る習慣があり、
リボンレイは、季節を問わず様々な
シチュエーションに合わせて素材や色をアレンジし、好きな形に作ることができ
るので、枯れることなくいつまでもその時の気持ちを飾って楽しめます。今回は、
ハワイの香りが漂うようなおしゃれなストラップを作ります。

2017年

10：00〜11：30
8月27日 日 ドリームシップ
2階・学習室1

講

師 mahaloha 古林 恵美 先生（ハワイアンリボンレイ デザイナー・インストラクター）

対

象 どなたでも参加可能 ※小学生以下の方は親子で参加下さい。その際の作品は親子で1名分です。

定

員 20名

受講料 500円

申込締切 8月11日
（金）必着

材料費 800円

持参物 手芸用はさみ・ボールペン

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

下関市民会館
〒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）
月日

曜

大ホール・イベント名

開演〜終演

入場料

主催／お問い合わせ先

7/8

土

「海峡に響くシンフォニー2017」
海上自衛隊佐世保音楽隊演奏会

13：30〜15：30

無料
※要事前応募

海上自衛隊下関基地隊
083-286-2323（内線219）

7/9

日

それいけ！アンパンマン ミュージカル
勇気の花に歌おう♪

①12：00〜
②15：00〜

全席指定2,700円

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

7/16

日

黒田節子バレエスタジオ
「第50回定期発表会」ドン・キホーテ

14：00〜

2,000円

黒田節子バレエスタジオ
083-252-2693

7/17

月

第40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
（早鞆高校内）083-231-0080

7/20

木

平成29年度下関市地域福祉推進大会

13：00〜15：30

関係者

（社福）下関市社会福祉協議会
083-232-2003

7/23

日

バレエシャッツ 第5回バレエコンサート
“ドン・キホーテ”より ハイライト

14：00〜17：00

無料

Ballet Schatz（槇本）
090-7991-8908

7/24

月

若者のこころの健康講演会

14：00〜16：00

無料
※要事前応募

下関市保健部成人保健課
083-231-1419

7/29

土

7/30

日

フラフェスティバル

10：30〜

1,500円
（当日1,700円）

中四国ハワイアン協会
089-998-8780

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

7/1

土

第44回住吉災害防止大会

13：30〜

関係者

住吉工業株式会社住吉運輸株式会社
災害防止協会083-248-1223

7/2

日

名陵中学校創立70周年記念式典

13：15〜14：30

関係者

下関市立名陵中学校
083-222-1435

7/12

水

「小さな親切」運動 第37回総会

13：30〜15：30

関係者

「小さな親切」運動下関支部
（山口銀行内）083-222-3415

7/30

日

カワイ音楽教室こども発表会

11：00〜

無料

カワイ音楽教室北九州事務所
（河合楽器下関店）083-256-5180

会期

展示室・イベント名

開演〜終演

入場料

主催／お問い合わせ先

7/21〜24 金〜月

第59回下関学生七夕書道展

9：30〜17：00
※最終日は16：00まで

無料

下関書道連盟（泉）
083-256-8323

※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。

地域公演「童謡愛好会ミニコンサートin貴船園」
5月26日、童謡愛好会の皆さんによるミニコンサートを
貴船園にて行いました。
「汽車ポッポ」や「桃太郎」、
「 花は咲く」など馴染みのある
歌に、見に来てくださった入所者の皆さんも、
リズムに合
わせて手拍子をしたり、一緒に歌ったりと、楽しいコンサー
トになりました。
地域公演は、普段コンサート等に足を運べない市民の
方々に、催しをお届けするために行っています。今後、
ほか
の福祉施設や、医療関係施設でも実施し、
より一層市民の
皆様に文化芸術をお届けできるよう、励んで参ります。

内 科・胃腸科・呼吸器科・外 科
小児科［入院諾］

自動ドア・エレベーターは
オーカ装置にお任せください

（下関営業所）
〒751-0806 山口県下関市一の宮2-13-3 TEL：083-257-2000

医療
法人

牛尾医院 亀の甲クリニック

下関市長府亀の甲一丁目2-1 豊浦小体育館前
☎（０８３） ２４５-２１５１

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

海のホール・イベント名

曜

開演〜終演

入場料

主催／お問い合わせ先

15：00〜

全席指定 4,800円/財団友の会4,500円

（公財）下関市文化振興財団 083-231-6401

TSUKEMEN LIVE 2017〜RECHARGE〜

7/1

土

7/2

日

劇団カラフル 七夕公演

13：30〜15：00

無料

7/4

火

山口県神社雅楽会設立30周年記念 雅楽演奏会

18：30〜20：30

1,000円

※中学生以下無料 ※未就学児入場不可

7/9

日

めぐみバレエアート サマーコンサート2017
（ゲスト：今村泰典・芝本梨花子）

14：00〜18：00

無料

めぐみバレエアート
（下関教室）083-233-0740

7/15

土

下関女声合唱連盟 第25回キラキラコンサート

13：30〜16：30

無料

下関女声合唱連盟（岡村）083-245-5073

7/16

日

桜井バレエスタジオ 第30回発表会

14：30〜16：00

無料

桜井バレエスタジオ 083-255-0776

7/17

月

第21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 083-282-1468

12：30〜17：00

S席8,640円/A席7,560円
B席6,480円/C席5,400円

※3歳未満入場不可

下関市立大学 演劇部（中川）080-3053-8485
山口県神社雅楽会

（防府天満宮）0835-23-7700
（ 赤 間 神 宮 ）083-231-4138

7/22

土

ベストボディ・ジャパン2017 山口大会

7/23

日

第36回藤永会山口地区大会

11：00〜16：30

無料

（一社）ベストボディ・ジャパン協会事務局
03-6809-3175
日本郷土民謡協会藤永会山口地区
（佐々木）083-267-8274

無料

るいバレエスタジオ 083-255-1301

7/30

日

るいバレエスタジオ 第8回発表会「ドン・キホーテ全幕」

昼の部13：00〜15：10
夕の部17：00〜19：10

7/31

月

子供アニメ映画会

14：00~15：35

900円

エイコウシャ
（山口）080-8431-3889

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

7/2

日

ピアノ・エレクトーンコンサート

12：30〜15：30

無料

スタッカート
（内田）090-8064-3440

7/7

金

7/8

土

馬関シネクラブ 7月例会

①10：30〜②14：00〜
③16：30〜④19：00〜

会員制

馬関シネクラブ 083-228-2255

7/9

日

ピアノ発表会

13：30〜16：30

無料

（兵藤）083-222-2351

7/16

日

長府ギタースクール30周年記念発表会＆コンサート

12：00〜17：00

無料

長府ギタースクール（塩田）083-245-0208

7/17

月

関門海峡合唱団with長崎居留地
男声合唱団&女子部「歌声の虹コンサート」

14：00〜15：40

1,000円

「歌声の虹コンサート」2017事務局
090-2509-0190

7/22

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

7/22

土

宇佐元恭一 ピアノ弾き語りコンサート

17：30〜19：00

大人3,500円
高校生以下1,500円

宇佐元恭一コンサート実行委員会
090-6637-6673

7/23

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 083-256-5042

7/27

木

E.P.U 下関

13：30〜15：30

2,000円

7/28

金

パリ祭（下関シャンソン教室）

14：00〜16：30

無料

下関シャンソン教室（石田）090-1357-6131

14：00〜16：00

一般2,500円 学生1,500円
（当日各500円増）

コンサート事務局 090-8777-5311

無料

スタッカート
（田中）080-2909-8562

7/29

ギターとピアノによる
〜アランフェス協奏曲とスペインの名曲たち〜

土

STUDIO Rasp

090-1018-5122

7/30

日

ピアノ・エレクトーン発表会

①10：00〜12：00
②14：00〜16：00

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
株式会社フィールズ内（樋口）090-1689-4286

7/2

日

Jリーガー野村直輝選手 スポーツ元気塾

19：00〜20：00

無料（先着200名様）
※要事前申込

7/12

水

市民文化セミナー
（第1分野）第2回目

10：00〜11：50

無料 ※要事前申込

下関市教育委員会 生涯学習課 083-231-2054

7/29

土

平成29年度 高校生のための教職セミナー

13：30〜16：20

無料 ※要事前申込

山口県教育庁教職員課（杉原）083-933-4550

7/30

日

保育就職セミナー

13：30〜16：00

無料

下関市保育連盟

083-235-3877

※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］
7/4(火)
〜10/1(日)

夏季所蔵品展「中本 たか子」

中本たか子の代表作『南部鉄瓶工』
『耐火煉瓦』
『白衣作業』等の作品を通して、彼女の闘う姿を紹
介します。

１階／ミニホール
7/2(日)

DVD上映会『運が良けりゃ』
(1966年、監督：山田洋次、91分)

上映…①10:00〜 ②14:00〜
出演…倍賞千恵子、ハナ肇、藤田まこと、渥美清
定員…40名（先着順） 観覧…無料

7/8(土)

童謡を歌う会

◆講師「童謡愛好会」指導者/田村 優子氏 ◆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。

２階／田中絹代記念館 ［観覧有料］
6/6(火)
〜9/3(日)

ほか
参加無料

［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）

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。

