
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10月分）

■抽 選 日：平成29年10月1日（日）　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10月1日（月）～10月31日（水）
　　　　　　　：展示室…平成30年10月1日（月）～11月4日（日）
　ドリームシップ：海のホール、風のホール…平成30年10月1日（月）～10月31日（水）
　　　　　　　　※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、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10月7日（日）使用希望
→平成29年10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。

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

お問い合わせ／ドリームシップ
◆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

2017
10 21土・22 日

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）

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、映画上映、リサイクル市など
イベント盛りだくさん！！

ドリームシップに集まれ！
ワクワク・ウキウキ 楽しいこといっぱい
いろんな体験してみよう♪

DVD映画上映会（22日のみ）
上映作品「ミニオンズ」（91分、2015年公開）
①11：00～／②14：00～ ※各回定員200名・先着順

スタンプラリー開催！
館内を探検しながらスタンプを押そう！
ステキな景品がもらえるよ♪
また、“しおり作り体験”（無料）も開催

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

1.チラシ裏面のぬり絵
持参で景品

2.スタンプラリー参加
で景品

3.スタンプラリーとし
おり体験で

　景品ランクアップ♪

入場無料
※お茶席・体験教室等
　一部有料

東儀秀樹 コンサート
雅楽師の枠を超えて挑戦し続ける東儀秀樹、待望の下関公演

2017

12 10 日 開演14：00（開場13：30）
ドリームシップ 海のホール ［下関市生涯学習プラザ］

※当日券は各200円増 ※未就学児入場不可
全席自由 2,500円 ◆財団友の会・会員は2,300円

曲目（予定）
●星に願いを ●枯葉
●リベルタンゴ　ほか
※曲目は変更させていただく場合がございます。

○チケット発売日
10月7日（土）

○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：63233）、
チケットぴあ（Ｐコード：345-664）　ほか 主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、株式会社 フェアウインド

鑑賞無料

ドリーム
シップ

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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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講座名及び受講希望日番号（①・②・③） 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

コーヒーの奥深さを知っていただくため、コーヒーをより身近に楽しんでいただくために、コーヒー教室を開催します。 ※単独日の参加も可能ですが、なるべく全３回ご参加ください

まずは、珈琲の歴史について学びましょう。皆さんは
普段、珈琲豆の味の違いを意識していますか？
自分好みの珈琲豆選びが出来るようになるためのヒ
ントを学びましょう。

定　員 24名
受講料 500円 持参物 筆記用具

対　象 どなたでも

10月1日 日
13：30～15：00／ドリームシップ 2F学習室１

みんなでコーヒーを楽しもう！ ～コーヒーを知って、淹れて、楽しむ～
下関市生涯学習プラザ・コーヒー教室

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）

2017
10 15 日

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 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

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

○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、

発売中

●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　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
響け大ホール！ 輝け自分！！

音楽の好きな方！

　大ホールの舞台で

　 自分試ししません
か！？ 

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

○プレイガイド
ドリームシップ、下関市民会館　ほか

○プレイガイド
下関市民会館、ドリームシップ　ほか

○チケット発売日

財団友の会・会員先行／10月14日（土）　一般発売／10月28日（土）

全席自由／1,500円

藤田卓也

市民
会館

ドリーム
シップ

講師 (有)ふじ珈琲　上田将博（ロースター）、上田美由紀

「珈琲の歴史や珈琲豆について」

1

淹れ方も味を大きく左右する重要なポイントです。今
回は、ハンドドリップでの淹れ方をご紹介。
珈琲の美味しさや楽しみ方を知って、ご家族や仲間と過
ごすコーヒータイムを、より楽しいひとときにしませんか。

定　員 24名
受講料 500円
持参物 コーヒーカップ2個、タオル

材料費 500円
対　象 どなたでも

11月25日 土
13：30～15：00／ドリームシップ 3Ｆ料理教室
 「珈琲の淹れ方、器具について」

2

『味の違いが分からない』『自分好みのコーヒーを見つ
けたい』そんな方にお勧めの内容です。
数種類のコーヒーを飲み比べ比較することで自分好
みのコーヒーが発見できるかもしれません。

定　員 24名
受講料 500円
持参物 コーヒーカップ2個、タオル

材料費 500円
対　象 どなたでも

12月3日 日

13：30～15：00／ドリームシップ 3Ｆ料理教室
「色々な国の珈琲の味比べ」

3

発売中

市川海老蔵特別公演

源氏物語
2018

3 10 土
下関市民会館
大ホール

開演13：30（開場13：00）1回目

１等席・・・・・12,000円
２等席・・・・・・・・9,000円
※未就学児入場不可

2回目 開演17：00（開場16：30）

主　　催：公益財団法人 下関市文化振興財団、　　　　　　　　　　　　 、全栄企画、グッドラック・プロモーション

お問合せ：グッドラック・プロモーション　TEL.0120-30-8181　協力：松竹株式会社

全席
指定

第二章～朧月夜より須磨・明石まで～

申込締切 要問い合わせ
申込締切 11月10日（金） 必着 申込締切 11月17日（金） 必着

ドリーム
シップ

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。

10/7 土 17：00～

10/1 日 15：30～The 19th FALL IN DANCE

五輪真弓コンサート2017 f lower

ブリヂストン吹奏楽団久留米
下関チャリティコンサート2017

S席（指定）4,000円
A席3,000円（当日500円増）

スタジオ・フォール
（緒方）083-252-7511

500円

全席指定5,500円
財団友の会5,000円

（株）ブリヂストン下関工場
083-245-1251

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

18：30～10/5 木

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

10/9 月 18：30～
MIN-ON 歌謡コンサート

神野美伽「さぁ、歌いましょう！」
A席5,000円／B席4,200円 MIN-ON下関　083-253-5707

10/11 水 14：00～／18：30～夢のスター歌謡祭 PS席8,500円／SS席8,000円
S席7,000円 株式会社夢グループ　0570-064-724

10/1 日 14：00～16：00勝山中学校管弦楽部定期演奏会 無料 下関市立勝山中学校　083-256-2827

10/8 日 9：30～17：00カラオケ発表会 無料 カラオケ華華　083-234-0787

10/29 日 14：00～16：00ピアノパーティー2017 一般1,000円（当日1,500円）
学生500円（当日800円）

ピアノパーティー
（田村）090-9737-2448

10/4～9 水～月 10：00～18：00平和祈念展in下関 無料 平和祈念展示資料館　03-5323-8709

10/9 月 14：00～15：30
スペシャルオリンピックス日本・山口主催

「ザ・スイス」コンサート 1,000円
NPO法人スペシャルオリンピックス日本・山口

（清水）090-5700-4041

10/15 日 9：20～17：50
第11回下関市芸術文化祭

能楽観世流「謡曲・仕舞・舞囃の会」 無料
能楽宮本施謡会

（宮本）083-252-3183

10/22 日 13：00～16：00第11回下関市芸術文化祭　奇術の祭典 無料 下関奇術連合会　（玉川）083-252-0754

10/15 日 10：00～16：00
第11回下関市芸術文化祭
下関芸能文化フェスティバル

無料 下関芸能連合会
（浜砂）083-292-4898

10/29 日 10：00～15：00第11回下関市芸術文化祭
下関市吟剣詩舞道大会

無料 下関市吟剣詩舞道連盟
（惣田）083-776-0365

10/22 日
エレクトーンフェスティバル2017

アンサンブル演奏部門下関十字堂大会
無料 下十会　083-223-231114：00～19：30

10/24 火

10/25 水

第11回下関市芸術文化祭
下関市小学校音楽祭

無料 下関市教育委員会　（林）083-231-23109：30～16：30

10/21・22 土・日

10/23 月

第37回関門書道展 無料 関門書人団　（石丸）083-772-1617
9：00～17：00

10/25 水

10/26 木
ウィッグ（かつら）展示即売会 無料 株式会社ユキ　052-459-7030

10：00～17：00

10：00～16：00

10/28 土

10/29 日

第39回山口県高等学校総合文化祭書道部門
第40回山口県高等学校教員書作展 無料

山口県高等学校文化連盟書道部門
（下関南高等学校）083-222-4039

9：00～17：00

9：00～16：00

9：00～16：00

10/27 金
第8回子ども子育て支援全国研究大会2017in山口
市民公開講演会【熊本震災復興チャリティー】
姜尚中氏　子供の世界、大人の世界

無料　※定員あり 勝山保育園　（中川）083-256-688816：00～17：30

10/27 金
第8回子ども子育て支援全国研究大会2017in山口
市民公開映画鑑賞【熊本震災復興チャリティー】

映画「うつくしきひと」
無料　※定員あり 勝山保育園　（中川）083-256-688815：00～15：30



※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 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

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
無料

（公財）下関市文化振興財団
（DREAM SHIP）083-231-1234

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

下関市立東部中学校　083-282-0032無料10/1 日 14：00～16：00東部中学校吹奏楽部第32回定期演奏会

下関女声合唱連盟　（岡村）090-7129-9965無料10/7 土 13：30～16：30第11回下関市芸術文化祭
合唱の祭典（女声合唱連盟）

下関合唱団連絡会　（山崎）083-252-0010無料10/8 日 13：30～16：30第11回下関市芸術文化祭
合唱の祭典（合唱団連絡会）

下関邦楽協会　（藤村）083-256-2419無料10/9 月 13：00～16：00第11回下関市芸術文化祭　下関邦楽大会

劇団カッパ座　下関カッパ友の会
083-250-7784

大人1,600円／子供1,100円
※当日各400円増10/14 土 13：30～15：30劇団カッパ座公演～つるのおんがえし～

（公財）下関市文化振興財団　083-231-6401全席指定4,500円
財団友の会4,000円10/15 日 14：00～古武道　10th Anniversaryコンサート「十年祭」

Minato de 実行委員会　083-248-0040大人1,000円／小中学生500円10/23 月 18：30～Minato de Conference2017 by Air Aroma

下関マンドリンクラブ　（植村）083-246-1672500円10/29 日 14：00～16：30第11回下関市芸術文化祭　音楽の祭典「マンドリンコンサート」

（梅山）083-283-09781,000円10/15 日 14：00～15：30梅山直枝ソプラノリサイタル

下関市立中央図書館　083-231-2226無料　※要事前予約10/28 土 10：00～11：30図書館歴史講座

下関市医師会音楽部　083-251-6116無料10/28 土 18：00～20：30下関市医師会音楽部第10回演奏会

桝本ピアノ教室　090-2802-8216無料10/29 日 13：00～16：30ピアノコンサート

山口県クリーニング業生活衛生同業組合
（永井）090-1681-0272無料10/15 日 9：00～11：30クリーニング消費者見聞会

NPO法人子ども劇場下関センター　083-254-3353
おとな2,000円

子ども（4歳以上）1,000円10/14 土 18：30～19：30「うつくしいニッポンのおはなし」公演

下関市立歴史博物館　083-241-1080無料10/28 土 13：30～16：30
坂本龍馬没後150年記念シンポジウム
「志士たちがみた下関―希望の街へ」

劇団はぐるま座　083-254-0516
一般3,000円、高校生1,000円

※当日各500円増
ペア券5,000円（大人2人） ※前売りのみ

10/13 金 18：30～21：00「動けば雷電の如く」下関公演

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）

10/3（火）
～12/27（水） 秋季所蔵品展「船戸 与一」

壮大な冒険物語の担い手として活躍した作家、「船戸与一」誕生の経緯や、海外取材の折には必
ず携行していた愛用のカメラ、また、平成12年（2000）に『虹の谷の五月』で第123回直木賞を受
賞した関連の書籍などを紹介します。

１階／ふるさと文学館　［観覧無料］

10/1（日） DVD上映会 『武士の献立』
（2013年、監督：朝原雄三、121分）

上映…①10：00～／②14：00～　出演…上戸彩、高良健吾、西田敏行、余貴美子　ほか
定員…40名（先着順）　観覧…無料

蓄音機を楽しむ会10/12（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

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

選ばれています。絹代の遺品の中から、昭和24年（1949）に渡米した際の記念品等を紹介します。

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）

10/31（火）
～11/12（日）

特別展「消えやらぬ昭和のともしび
－下関なつかしのマッチラベルコレクション－」

戦前から1970年代にかけて収集された、旧市内で人気を集めた店舗や、郷土史『馬関覚え帳』の
記事で紹介されている喫茶店、市民の社交場であったキャバレーやバー、遊技場などのマッチラ
ベルを展示公開します。

１階／エントランス　［観覧無料］

全館

10/26 木

10/27 金

10/21 土

10/22 日

第11回下関市芸術文化祭　下関市中学校音楽祭 無料 下関市教育委員会　（林）083-231-23109：30～16：30

10/18 水
10/19 木

馬関シネクラブ10月例会 会員制 馬関シネクラブ　083-228-2255
未定
未定

9：00～16：00
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