
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

■ 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） 
■ ローソンチケット「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。
■ 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。

プレイガイド情報

■ 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8月分）
■抽 選 日：平成29年8月1日（火）　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8月1日（水）～8月31日（金）
　　　　　　　：展示室…平成30年8月6日（月）～9月2日（日）
　ドリームシップ：海のホール、風のホール…平成30年8月1日（水）～8月31日（金）
　　　　　　　　※宙のホールは抽選会終了後より、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8月12日（日）使用希望
→平成29年8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。

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

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。
抽選会場についてのご注意
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下関市民会館

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

10 7土

MAYUMI ITSUWA DEBUT 45th ANNIVERSARY

開演17：00（開場16：30）
下関市民会館 大ホール

2017

8 20 日
開演14：00（開場13：30）／終演16：30（予定）

全席指定 5,500円  ◆財団友の会・会員 5,000円
※未就学児入場不可

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

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、

主催：下関市、財団法人 釜山文化財団　お問合せ：（公財）下関市文化振興財団 TEL.083-231-6401

下関市民会館 開館40周年記念事業

五輪真弓 コンサート
2017 flower

日韓文化交流公演2017
釡山・下関ふれあいステージ

その場でステキな景品が当たる！
おたのしみ抽選会 開催！
来場者へ韓国のり１袋プレゼント！
13：30～ 先着500名様

しものせき馬関まつり参加事業

下関市民会館 大ホール 入場無料

発売中

下関平家太鼓保存会 勝山会

Studio Rasp

民謡グループ“興” カン・ミリ・舞踊団

釜山芸術団

市民
会館

市民
会館

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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生涯学習事業

●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

講座申込み方法

初めてのウクレレ教室
日々のお弁当作り。栄養のバランスや彩りを考えて毎日作るのはなかなか至難
の業です。初めての人にとっては、どのように作ればいいのか、朝バタバタして作
れない！という方もいらっしゃると思います。
今回の講座では、夕飯のおかずや常備菜、朝パパッと作る時短のおかずを班で作
り、実際に自分や家族のお弁当箱に自由に詰めて食べてみます！お弁当を作って
みたい方やお弁当作りに自信のない方必見です！お弁当のレパートリーを増やし
ませんか？

ウクレレは、ボディサイズも小ぶりでとてもキュート！音も暖かく、弾いているだけ
でリラックスできますよ～♪
初めて弾く方大集合～！全2回の講座を楽しく集中して行えば、初めて触る方で
も必ず弾けるようになります！ボディが小さく、弦も柔らかいので子どもから弾け
ますし、最近はハワイアンミュージック以外の様々なジャンルの楽譜も出ている
ので、年齢関係なくどなたでも親しみやすく人気があります！
ウクレレを持っていない方も、家で眠っている方も…この機会にウクレレを弾い
てみませんか？ まずは一緒に合奏して楽器にどんどん触れて慣れましょう★
ご家族、お友達、2～3人で一緒に参加するのも楽しいですよ♪

講　師 鬼塚 恵輔先生（おにちゃんウクレレ教室主宰）

定　員 20名
対　象 小学高学年以上の方 ※小学生は1人でも参加できる方

受講料 各回500円 材料費 各回100円（楽譜代等）
持参物 楽器はこちらで準備しますが、持っている方はご持参ください。
申込締切 9月15日（金）必着

2017年10月1日 日 日・8日
9：30～12：30 ★全2回／ドリームシップ 3階・レクリエーション室1

講　師 谷口 真理子先生（管理栄養士）
定　員 30名対　象 高校生以上の方 受講料 500円 材料費 800円

持参物 エプロン、手ふき用タオル、普段使っているお弁当箱
申込締切 9月15日（金）必着

2017年9月30日 土 10：00～13：00
ドリームシップ 3階・料理教室

チャイコフスキー 夢の3大バレエ名場面集チャイコフスキー 夢の3大バレエ名場面集
キエフ・クラシック・バレエ

「くるみ割り人形」 「白鳥の湖」 「眠れる森の美女」

下関市民会館 開館40周年記念事業

2017

9 22金

2017
10 15 日

○プレイガイド

開演18：30（開場18：00）
下関市民会館 大ホール
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

全席指定・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円 
◆財団友の会・会員・・・・3,500円

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、 ※演奏は特別録音音源を使用します

※4歳以上入場可

KOBUDO

-古武道-
10th Anniversaryコンサート“十年祭”

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団

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）

4,500円  ◆財団友の会・会員4,000円
※未就学児入場不可

全席指定　

●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

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
特別協賛：　　　　　　　　協力：株式会社オーエムシー

「不知火検校」 「次郎長三国志」 「網走番外地」 「人生劇場 飛車角と吉良常」

●プレイガイド
下関市民会館、ドリームシップ

1日券500円全席自由

※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。

下関市民会館
大ホール

2017

9 24・25日 月

平成29年度

優秀映画鑑賞推進事業

市民
会館

第16回 市民会館名画劇場

肉･魚･野菜を使って、主食･主菜･副菜となる常備菜や夕飯･時短
おかずを作り、上手に使って自分の弁当箱に詰めます。内容（予定）

黒田節子 バレエスタジオ 代表／黒田 節子
　黒田節子先生は昭和40年、下関でバレエスタジオを設立し多くの子どもたちをこの地
で育ててこられました。そしてこの度、黒田節子バレエスタジオは50周年を迎えられ、7月
16日には市民会館大ホールで記念公演を開催されました。
　クラシックバレエのすばらしい踊りを下関の皆さんにお見せしたい…という思いのもと、
今後益々のご活躍を楽しみにしております。

文化団体・ご紹介コーナー

手作りお弁当教室
～自分のため家族のための彩り弁当作りましょう～

※ウクレレ習得のため、なるべく全2回ご参加下さい。

発売中

発売中

発売中

ドリーム
シップ

市民
会館

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



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）

※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。

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）

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／ふるさと文学館　［観覧無料］

6/6（火）
～9/3（日） 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。

8/6（日） DVD上映会 『間諜未だ死せず』
(1942年、監督：吉村公三郎、119分)

上映…①10：00～ ②14：00～／出演…原保美、佐分利信、上原謙、木暮実千代　ほか
定員…40名（先着順）／観覧…無料

蓄音機を楽しむ会8/10（木）
◆講師 「なつかしの歌声倶楽部」 山根 徹氏
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。

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）

（公財）下関市文化振興財団
（DREAM SHIP）083-231-1234無料海のホール　バックステージツアー20178/3 木 14：00～16：00

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

1,000円／高校生以下無料
※前売り券は1枚で2名様まで入場可下関ウインドアンサンブル　第44回定期演奏会8/12 土 18：30～

山口県ギター音楽協会　（塩田）090-6838-29541,000円第45回山口ギターコンクール8/6 日 10：00～20：30

ハワイアンスタジオ ウル　090-5282-5324無料ハワイアンコンサート8/11 金 12：30～15：30

下関市立彦島中学校　083-266-5266無料下関市立彦島中学校文化部発表会8/21 月 14：00～16：00

（公財）下関市文化振興財団
（下関市民会館）083-231-6401

一般1,000円／高校生以下500円
（当日各200円増）8/1 火 18：30～

NHK交響楽団メンバーとなかまたちによる至高のハーモニー
～室内楽名曲コンサート～

500円 山口県立下関中等教育学校
083-266-4100

山口県立下関中等教育学校管弦楽部
第10回定期演奏会

8/6 日

8/9 水

8/10 木

14：00～15：45

全席自由　2,500円
（当日500円増）

株式会社イソップエージェンシー
092-283-1780～おいでまっせ～立川志の八　里帰り落語8/7 月 18：30～

無料 （原田）080-3872-7086
梅光学院高等学校音楽科卒業生による

同“奏”会Concert 20178/12 土 14：00～16：00

100円（当日200円増） 下関市立大学アカペラサークル
（手島）080-1799-8710

下関市立大学アカペラサークルSummerLive2017
-NOW or NEVER-

8/26 土 16：00～

無料 NPO法人NLA運動実行委員会山口県
092-573-5031

第40回「NLApresentsティーンがつくる
Super Live ナキワラ！2017」山口県ライブ

8/20 日 13：00～15：00

無料 ※要事前申込 下関市教育委員会　生涯学習課
083-231-2054市民文化セミナー（第1分野） 第3回目8/30 水 10：00～11：50

無料
下関地区高等学校演劇連盟

（事務局：下関中等教育学校）083-266-4100
第11回下関市芸術文化祭

「下関地区高等学校演劇連盟発表会」
10：00～17：00

10：00～18：00

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

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

8/18 金

8/19 土
会員制 馬関シネクラブ　083-228-2255馬関シネクラブ8月例会 ①10：30～②14：00～

③16：30～④19：00～

（中村）083-253-4800無料ピアノ発表会8/27 日 14：00～16：00

下関市立中央図書館　083-231-2226無料 ※要事前予約図書館歴史講座8/26 土 10：00～11：30

8/18 金

8/19 土 会員制 下関市民劇場　083-232-4065下関市民劇場　8月例会
こまつ座公演　「紙屋町さくらホテル」

18：30～21：20

18：30～21：20

8/20 日 13：00～15：50
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