
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9月分）
■抽 選 日：平成29年9月1日（金）　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9月1日（土）～9月30日（日）
　　　　　　　：展示室…平成30年9月3日（月）～9月30日（日）
　ドリームシップ：海のホール、風のホール…平成30年9月1日（土）～9月30日（日）
　　　　　　　　※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9月9日（日）使用希望→
平成29年9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。

主催：（公財）下関市文化振興財団　協力：下関音楽教育研究会　後援：下関市、下関市教育委員会、下関市文化連合会

〇1ステージ10分以内、お1人様～グループ可
　演奏はピアノ、楽器、声楽、和楽器など、電子楽器以外なら何でもOK！募集内容

1.申込み時に窓口にて現金支払い
2.郵便局の払込取扱票（青）もしくはATMにて支払い
※手数料はお客様のご負担となります。

参加費支払い方法

下関市文化振興財団　[FAX]083-235-0800　[E-mail] jigyou@scpf.jp
〒750-0025 下関市竹崎町4-5-1（下関市民会館）／〒750-0016 下関市細江町3-1-1（ドリームシップ）

応募先

10月20日（金） ※定員になり次第終了締切

1名500円（伴奏者は無料）
※グループで参加の場合は上限2,000円。

参加費

応募方法 必要事項をご記入のうえ、市民会館かドリームシップの窓口へご持参いただくか、FAX、Eメールにてお申し込みください。
〇必要事項　①氏名（未成年者は保護者氏名）・ふりがな ②年齢 ③性別 ④住所 ⑤携帯電話番号（連絡のつきやすい番

号） ⑥参加人数 ⑦演奏する楽器 ⑧曲目 ⑨作曲者名 ⑩演奏所要時間
　　　　　　※どちらかの希望日をお選びください。※グループの場合は、グループ名、人数及び代表者の上記必要事項をご記入ください。

みんなのオン・ステージ2017
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参加者
大募集！

2017

11 18・19土 日
10：00（予定）～START
下関市民会館 大ホール

音楽の好きな方ならどなたでも！

おもしろオペラ塾～行け、わが想いよ～
下関出身のテナー・藤田卓也氏プロデュースによるオペラコンサート！

下関にゆかりのある声楽家、音楽家が多数出演！ オペラが初めての方でもお楽しみいただけます！

2017

11 24 金

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

曲 目
（予定）

●林望 作詩、伊藤康英 作曲／オペラ風組歌曲『行け、わが想い』 ●ヴェルディ 作曲／オペラ『ナブッコ』より“行けわが想いよ黄金の翼に乗って”
●バロック時代のオペラアリア ●モーツァルト作曲のオペラアリア　ほか　※曲目は変更させていただく場合がございます。

出 演 （ソプラノ）五十嵐美紀子　池田綾乃　内山望美　澄川孝子　野々村彩乃　松浦美保　（テノール）藤田卓也
（バリトン）國元隆生　新造太郎　水谷明仁　＜ギター＞ 中野義久　＜ピアノ＞ 山本佳代子

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団

○チケット発売日
9月23日（土・祝）

○プレイガイド
ドリームシップ、下関市民会館　ほか

全席自由／1,500円

藤田卓也

市民
会館

ドリーム
シップ

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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2017
10 15 日

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
24日 10：15開場／25日 9：15開場

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 第16回 市民会館名画劇場

発売中

発売中

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

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

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

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、

発売中

2017
10 21土・22 日

第8回ドリームシップ祭り ～ふれあい・交流・おもてなし～
9：00～17：00 ※22日は16：00まで
ドリームシップ全館
（下関市生涯学習プラザ・下関市立中央図書館）

入場
無料

舞台発表や作品展示等の活動発表のほか、体験
教室やお茶席、パンやふく鍋等の販売、リサイク
ル市等々、イベント盛りだくさん！！
スタンプラリーに参加して景品をゲットしよう♪

　ドリームシップ（下関市生涯学習プラザ・下関市
立中央図書館）を日々ご利用頂いている様々な団
体の方の、日頃の練習・研鑽の成果発表や活動内
容のご紹介を目的として開催します。1・2・3階の
下関市生涯学習プラザと、4・5階の下関市立中央図
書館のドリームシップ全館での文化祭＝ドリーム
シップ祭りです!!

ドリームシップ祭りとは

〒750-0016 下関市細江町3-1-1
◆下関市生涯学習プラザ TEL.083-231-1234
◆下関市立中央図書館 TEL.083-231-2226

主催：ドリームシップ祭り実行委員会、公益財団法人 下関市文化振興財団、
　　 下関市教育委員会

お問い
合わせ

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

下関市民会館 開館40周年記念事業

2017

9 22金

開演18：30
（開場18：00）

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

○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

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」

全席指定…4,000円　◆財団友の会・会員…3,500円  ※4歳以上入場可下関市民会館 大ホール

ドリーム
シップ

ドリーム
シップ

市民
会館

市民
会館

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



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）

※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。

日立工機販売株式会社
093-555-9212

9/9 土

9/10 日

10：00～17：00
日立電動工具合同展示会 無料

無料 （株）WAO！　092-481-23619/1～3 金～日 10：00～18：00
※最終日17：00まで東山魁夷と日本画壇の至宝たち

9/23 土 15：30～17：30

9/17 日 11：45～13：30
下関市民会館開館40周年記念事業

NHKのど自慢

爆笑お笑いフェス in 山口

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

チャイコフスキー 夢の3大バレエ名場面集

要事前申込み
下関市市民文化課　083-231-4691
NHK山口放送局　083-921-3733

全席指定　4,000円

全席指定　3,996円
（当日　4,536円）

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

グッドラックプロモーション
086-214-3777

18：30～9/22 金

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

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

月日 曜 展示室・イベント名 開演～終演 入場料 主催／お問い合わせ先

西芸文化こころの会
（杉山）083-257-1297

9/23～25 土～月 9：00～17：00
※最終日16：00までこころ展 無料

9/24・25 日・月 お問合せ下さい第16回 市民会館名画劇場 500円 （公財）下関市文化振興財団　083-231-6401

9/3 日 13：30～16：30
グラント15周年記念「表現会」
～アートフェスティバル～

無料
（要整理券）

知的障がい者との共生グループ「グラント」
（吉竹）090-7970-9654

9/18 月 13：00～16：30第2回晋作文化祭 1,000円（当日1,200円） 晋作連　（三宅）090-8605-5701

9/19 火 18：00～20：00第69回 懐かしの歌声喫茶 800円
下関市文化振興財団ボランティアの会

（中尾）083-258-1420

9/24 日 12：30～15：00
全国パーキンソン病友の会

山口県支部創立30周年記念事業
無料

（要問合せ）
全国パーキンソン病友の会山口県支部

（樋口）083-246-1034

　第1会議室はスクール形式の会議室で、最大30名まで入ることができます。
長机10台、椅子30脚を完備しており、多種多様な用途にご使用いただけます。
第2会議室は円卓形式の会議室で椅子18脚を備えており、各種会議等にご使用いた
だけます。
　基本料金は低価格でリーズナブル、さらに下関駅から徒歩約8分とアクセスも良好です。
会議や勉強会、面接会場からサークルの茶話会まで幅広くご利用いただけます。
詳しくは、下関市民会館へ、どうぞお気軽にご相談ください。

下関市民会館「会議室」を利用してみませんか？

コンサートinシティホールを開催しました！
　7月21日（金）に下関市役所本庁舎1階のロビーにおいて、コンサートinシティホール
を開催いたしました。
　演奏したのは、保育園児から高校生までの6名、7月17日（月・祝）にドリームシップ
（生涯学習プラザ）で行われた「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」
で優秀賞を受賞された方々です。
　「いい日旅立ち」や「情熱大陸」、「トルコ行進曲」などの美しいピアノの演奏に、来場者
の皆様はもちろん、通りすがりの方々も足を止めて聴き入っておられ、会場には約150
人の市民の方がお越しくださいました。
　次回のコンサートinシティホールは、12月に開催する予定です。また多くの方々に生の
素晴らしい音楽をお届けしたいと思っております。皆様のお越しをお待ちしております。

10：00～16：00



※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。

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」 中本たか子氏の代表作『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。 

9/3（日） ふるさと文学館ギャラリートーク
学芸員による展示解説や中本たか子氏についてご紹介します。　　　　　　　　　　　　　　
開始…①9：30～／②13：30～　※いずれも15分程度　　　　　　　　　　　　　　　　　　
参加無料

１階／ふるさと文学館　［観覧無料］

9/5（火）
～11/26（日） 秋季所蔵品展「絹代の渡米～日米親善芸術使節」 田中絹代は2年連続で毎日映画コンクールの女優演技賞に輝いた功績から、日米親善芸術使節

に選ばれます。絹代の遺品の中から、昭和24年に渡米した際の記念品等を紹介します。

9/3（日） DVD上映会 『彼岸花』
（1958年、監督：小津安二郎、118分）

上映…①10：00～／②14：00～　出演…田中絹代、有馬稲子、山本富士子、佐田啓二　ほか
定員…40名（先着順）　観覧…無料

童謡を歌う会9/16（土）
◆講師 「童謡愛好会」 指導者　田村 優子氏
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）

Glänzen Ballet　（土井）080-1647-7847無料 ※整理券有9/3 日 14：00～16：00第4回 Glänzen Ballet ファミリーコンサート

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）

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

（原田）080-3872-7086無料9/2 土 13：30～15：30Fantastic Piano Concert

（井町）083-254-3607無料9/3 日 15：30～ピアノ発表会

中野ギタースタジオ　090-9608-2737無料9/18 月 12：00～15：30中野ギタースタジオ発表会

下関市立中央図書館　083-231-2226無料 ※要事前予約9/23 土 10：00～11：30図書館歴史講座

（戸髙）070-5271-9604無料9/23 土 15：30～ピアノ発表会

（速水）083-231-6361無料9/24 日 13：30～15：30

19：00～

健康と音楽の会

M＆Mヴァイオリン教室　083-245-3266無料9/30 土 14：00～ヴァイオリン教室コンサート

下関市福祉部福祉政策課　083-231-1723無料9/1 金 18：30～20：00地域福祉計画策定に関する地域懇話会

下関市住宅政策課　083-231-1941無料9/16 土 13：30～16：30下関市空き家対策説明会・個別無料相談会

下関市鍼灸マッサージ師会　（川谷）083-233-1553無料9/17 日 13：30～16：00市民公開講座　「からだの中の宇宙」

下関市教育委員会 生涯学習課　083-231-2054無料 ※要事前申込9/20 水 14：00～16：00関門海峡 温故知新塾 第2回目

ミュージックアカデミーまつお　090-8990-4121無料9/10 日 10：00～15：30桜柳杯コンクール決勝大会

梅光学院中学校・高等学校　083-227-1200無料9/16 土 10：00～12：00梅光学院中学校高等学校合唱祭

9/22 金 18：30～20：30

下関市民劇場　083-232-4065会員制9/23 土 18：30～20：30下関市民劇場　9月例会
文学座　大空の虹をみると私の心は躍る

9/24 日 13：00～15：30

早鞆高等学校　083-231-0080
400円 ※小学生以下無料
（当日100円増）

9/17 日 14：00～早鞆高等学校吹奏楽部　第20回記念定期演奏会

下関チェンバーアンサンブル
（近藤）090-5373-1625

一般2,500円/高校生以下1,000円
（当日各500円増）

9/10 日 14：00～下関チェンバーアンサンブルVol.4
名曲♪室内楽コンサート

9/26 火

9/27 水
会員制 馬関シネクラブ　083-228-2255馬関シネクラブ9月例会 ①10：30～ ②13：00～

③16：00～ ④19：00～

9/2 土

9/3 日
700円（当日100円増） 劇団サボテン2足歩行制作部

（藤田）090-8063-0861「パンとサーカス、そして再び」
19：00～20：15

14：00～15：15
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