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。

GUIDE

カ

Information

下関市文化振興財団 友の会が新しくなります！
変更点

会員期間を入会日から翌年の同月末までに変更します。
例）2018年1月10日に入会の場合
会員期間2018年1月10日〜2019年1月末まで

※平成29年度友の会に、10月1日以降にご入会された方は会員
期間延長のお手続きをさせていただきます。
ご案内をお送りいたしますので、必ずご確認ください。
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チケットの先行発売日に会員であれば、
（同時入会可）
先行でチケットをご購入いただけます。

下関市民会館 開館40周年記念事業

初演から101 年
あの感動を再び

例）公演日 2018年4月15日
チケット先行発売日 2018年1月13日 の場合
2018年1月13日時点で会員であれば先行発売日にご購入
いただけます。

VOL.237

市民
会館

橋元才平翁記念 第20回ファミリーコンサート

ジェラール・プーレドビュッシー三昧

4

出演 ●ジェラール・プーレ
（ヴァイオリン）●川島 余里（ピアノ）●藤井 一興（ピアノ）●丸山 泰雄（チェロ）

■ 年 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。
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、詳しくはお問い合わせください。
■ お問合せ・・・友の会 事務局(下関市民会館内) TEL.083-231-6401

ドビュッシー自身のピアノ、父ガスト・プ−レの演奏で初演されて101年目

作曲者没後100年の2018年、息子ジェラール・プーレが下関の皆さんに贈る音楽 ドビュッシーの初期の作品から最晩年の作品を時代を追って皆様にお聴きいただきます。
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2018

今後とも友の会の充実に努めてまいります。
ご意見などございましたら、
ぜひ友の会事務局までご連絡下さい。
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1 2月分）
■抽
選
日：平成29年12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12月1日
（土）〜12月28日
（金）
：展示室…平成30年12月3日
（月）〜平成31年1月6日
（日）※但し、12月29日
（土）〜1月3日
（木）は休館日
ドリームシップ：海のホール、風のホール…平成30年12月1日
（土）〜12月28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より随時受け付けます。
◆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12月9日
（日）使用希望→平成29
年12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。

日

開演14：00（開場13：00）

下関市民会館大ホール

・プーレ
ジェラール

ⒸMamoru Matsui

全席 一般2,500円・高校生以下1,000円
自由 ◆財団友の会・会員は一般のみ2,300円
曲目

抽 選 会場についてのご 注 意

川島 余里

ⒸMamoru Matsui

※当日券は一般のみ200円増
※お子様のひざ上鑑賞は無料。
ただし、お席が必要な場合は有料。

●ピアノ三重奏曲 ト長調 ●放蕩息子より
「牧神の午後への前奏曲」
［ピアノ二重奏］
●白と黒で
［ピアノ二重奏］●ヴァイオリンとピアノのためのソナタ ほか
※曲目は変更させていただく場合がございます。

藤井 一興

ⒸNorikatsu Aida

丸山 泰雄

●チケット発売日

12月16日
（土）
●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）、
ローソンチケット
（Ｌコード：61934）、
チケットぴあ（Ｐコード：101-249）
主催：一般財団法人 橋元才平翁記念文化財団、公益財団法人 下関市文化振興財団

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 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
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

■ 電話予約・・・受付時間 9：00〜19：00

○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］

※チケット発売日のみ13：00〜19：00

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
※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。

下関駅

↑新下関方面

シーモール
下関

下関市民会館

小倉方面↓

P
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083-231-6401

F AX

FINAL SEASON

開演17：30（開場17：00）

下関市民会館大ホール

日

全席指定

●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）
※平成29年度会員または新規入会された方は、先行発売でご購入いただけます。 ローソンチケット
（Ｌコード：62681）
、e+、
チケットぴあ（Pコード：349-983）
一般／1月27日
（土）10：00〜

関門海峡

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団

企画：Being / M s Company

お問い合わせ：下関市民会館

083-235-0800

6,800円

※4歳以上有料。3歳以上ひざ上鑑賞可。
（ただし席が必要な場合は有料）

財団友の会・会員先行／1月13日
（土）10：00〜

P
下関港国際ターミナル
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〜 Higher↗↗Higher↗↗中高年よもっと熱くなれ!! Greatest Hits+ 〜

●チケット発売日

細江町駐車場

公益財団法人 下関市文化振興財団
TEL

DREAM SHIP

下関警察署

2018 Live-STEP!!

2018

下関郵便局
9

大黒摩季

Maki
Ohguro

市民
会館

事務局）〒750-0025 山口県下関市竹崎町4-5-1 下関市民会館内

協力：M DRIVE / 夢番地

制作：White Dream

083-231-6401／夢番地（広島）082-249-3571
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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。
市民
会館

平成29年度劇場・音楽堂等活性化事業 ながと近松文化講座「文楽講座」

1
＆
「文楽への扉」
in
下関
伊勢正三 イルカ〜二人の物語〜
下関市民会館

開館40周年記念事業

1

2018

20

全席指定

開演17：00

（開場16：30）

土 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：62371）、
チケットぴあ（Ｐコード：348-162）ほか

１．文楽の三業（太夫・三味線・人形)の解説
(太

夫）豊竹芳穂太夫

(人

形）吉田勘市、桐竹勘次郎、吉田簑之

２．
「出世景清」の見どころ聞きどころ

(三味線）鶴澤友之助

鶴澤燕三（文楽三味線）、
葛西聖司 (解説）

※平成30年7月8日開催予定のルネッサながと文楽公演は、文楽「出世景清」
です。

発売中

●プレイガイド

全席自由

無料

※要整理券、定員500名
(対象：中学生以上）

前田 勝則 ピアノ Brilliant Harmony Special Consert

ドリームシップ（下関市生涯学習プラザ）TEL：083-231-1234／ルネッサながと TEL：0837-26-6001
主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、公益財団法人 長門市文化振興財団
ドリーム
シップ

24

市民
会館

開演13：30

日 （開場13：00）
下関市民会館大ホール

東儀秀樹 コンサート 源氏物語
2017

12

●星に願いを ●枯葉
●リベルタンゴ ほか

古川薫

松下耕

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団

応援団（仮）

市民
会館

ペーパーナプキンで
ナチュラルリースを作ろう！
ペーパーナプキンでお花を作り、グルーガンで止
めて、かわいくておしゃれなナチュラルリースを作
りましょう！お家に持って帰り、小物などを付けて
自分流に飾ってみませんか。

講師 加納 真由美 先生（ハンドメイド作家）

開演14：00

12月17日 日

（開場13：00）
日 下関市民会館大ホール

定

全席自由 （前売り）1,000円

員 20名

受講料 500円

○プレイガイド

発売中

対

10：00〜12：30
ドリームシップ 3階・工作工芸室

象 小学生以上 ※小学生は保護者同伴

材料費 400円

清水 正美（ソプラノ）

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団

吉田 正勝（バリトン）

山田 剛史（ピアノ）

協力：下関市文化振興財団ボランティアの会

三ツ木 摩理（ヴァイオリン）

●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

※未就学児入場不可

※下関市民会館、
ドリームシップでの取扱いは終了しました。
購入方法の詳細は【グッドラック・プロモーション TEL：0120-30-8181】までお問合せ下さい。
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
ドリーム
シップ

Letʼs Play スタインウェイ♪
〜海のホールでピアノを弾いてみませんか？〜

1時間をたっぷりと使って、
海のホールのステージでスタインウェイを弾いてみましょう！

2018

2

18

10：00〜20：00
ドリームシップ（下関市生涯学習プラザ）
日 海のホール

使用楽器

スタインウェイ社製フルコンサートモデル 型番Ｄ-274

参 加 費

1区分（1時間）2,000円

利用区分

10区分 ※10：00〜1時間毎

申込締切 12月8日
（金）必着

講座申込み方法

※当日券 ◎一般…1,200円 ◎財団友の会・会員…1,000円
※３歳以上チケット必要。２歳以下は保護者のひざ上鑑賞無料。

下関市民会館、ローソンチケット
（Ｌコード：61756）、
チケットぴあ（Ｐコード：347-891）ほか

発売中

生涯学習事業

歌いかわそう心の歌を。一緒にうたうと元気がでます！ 童謡 が生まれて今年で100周年！
昔懐かしい 歌声喫茶 を大ホールにて再現！青春時代を思い出しながら童謡・唱歌・ロシア民謡・フォークソングなど、
みんなで一緒に歌いましょう。
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○プレイガイド

１等席…12,000円／２等席…9,000円

○プレイガイド

※当日券は各200円増 ※未就学児入場不可

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

第70回
懐かしの歌声喫茶

2018

全席指定

2,500円

◆財団友の会・会員は2,300円

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

発売中

協力：赤トンボの翼 特別演奏会

全席自由

※曲目は変更させていただく場合がございます。

下関市民会館
土 大ホール

1回目 開演13：30（開場13：00）
2回目 開演17：00（開場16：30）

曲目
（予定）

※当日券は一般のみ200円増。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

下関市民会館、
ローソンチケット
（Ｌコード：61610）、
チケットぴあ（Ｐコード：348-223）ほか

3 10

開演14：00
日 （開場13：30）

ドリームシップ 海のホール

全席自由

●プレイガイド

10

第二章〜朧月夜より須磨・明石まで〜

2018

［下関市生涯学習プラザ］

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・2,000円
一般・
・
・1,000円
高校生以下・

市民
会館

市川海老蔵特別公演

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

2018

Brilliant Harmony（合唱団）

▲昨年度の文楽講座より

○整理券配布場所・申込先

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、

松下 耕 指揮

開演12：00
日 （開場11：30）

プログラム

※未就学児の入場はご遠慮ください。

赤トンボの翼 特別演奏会

28

ドリームシップ 海のホール［下関市生涯学習プラザ］

5,500円 ◆財団友の会・会員は5,000円

古川 薫 作詩／松下 耕 作曲

2018

ドリーム
シップ

応募方法

定

員

10組

20：00まで

専用の応募用紙に、ご希望の時間帯など必要事項をご記入の
上、
ドリームシップ事務所1階窓口に持参、
またはFAX・郵送でお
申込下さい。
※専用応募用紙は、
ドリームシップなどに備え付けているほか、
ホームページ
[http：//s-dreamship.jp]からもダウンロードすることができます。

応募締切 2018年1月26日
（金）
当日必着

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団 共催：下関市・下関市教育委員会・下関市文化連合会
お問合せ・応募先：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番1号

TEL：083-231-1234/FAX：083-242-6234/E-MAIL：jigyou@s-dreamship.jp

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

12/3

日

山口県薬剤師フォーラム2017 県民公開講座
第1部「高齢者が知っておくべき薬との付き合い方」
第2部「人生が面白くなる心理学」

第1部 13：15〜13：45
第2部 13：45〜15：15

入場無料
（申込不要）

一般社団法人山口県薬剤師会
083-922-1716

12/10

日

第11回下関市芸術文化祭
劇団Zing♪Zing旗揚げ10周年記念公演
ミュージカル しあわせの方舟

①10：30〜
②15：00〜

無料
※要入場整理券

劇団Zing♪Zing
（福田）080-1642-4419

12/15

金

JAPAN TRAVEL（HANA TOUR）
シーズンオブソウル コンサート

14：00〜16：00

関係者
※要問合せ

JAPAN TRAVEL
（ユウ）080-4310-5763

12/17

日

第11回下関市芸術文化祭
下関少年少女合唱隊演奏会

14：00〜16：00

1,000円

下関少年少女合唱隊
（能野）090-2294-8975

12/23

土

12/24

日

無料

第55回中国地区高等学校演劇発表会事務局
（西高等学校内）083-222-0892

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

12/10

日

YES SHOW TIME

14：00〜15：30

一般1,500円（当日1,800円）
中学生以下800円（当日1,000円）

展示室・イベント名

開演〜終演

入場料

主催／お問い合わせ先

福祉機器展示会

10：00〜16：30

無料

（株）ホームケアサービス山口 083-248-7788

無料

西日本学生書道会
（中村）083-258-2823

会期
12/9

土

12/15

金

12/16

土

12/17

日

第55回中国地区高等学校演劇発表会

9：30〜18：50
9：40〜18：10

13：00〜17：00

第32回西日本学生書道展

9：00〜17：00
9：00〜15：00

YES

(古賀）090-2805-0572

※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。

コンサートi nシティホールを開催しました！
11月1日（水）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。
今回は、
ペルー共和国ウルバンバを代表する音楽グループ・
RIJCHARY（リチャリー）
に演奏していただきました。
「エル コンドル パサ（コンドルは飛んでいく）」や「愛燦燦」
など馴染みのある曲に、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。
これからも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。

地域生活密着型フリーペーパー
サンデーしものせき
〒751-0817 下関市一の宮卸本町2-3
Tel.083-223-6111 Fax.083-223-7070

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

12/3

日

下関フィルハーモニック・ウインド・オーケストラ
第13回定期演奏会

14：00〜16：00

500円

下関フィルハーモニック・ウインド・オーケストラ事務局
083-229-5670

12/10

日

東儀秀樹 コンサート

14：00〜

一般2,500円 財団友の会2,300円

12/15

金

2017コール梅光 クリスマス礼拝＆チャリティーコンサート

13：30〜15：30

一般1,000円 学生（大学生まで）500円

コール梅光 （梶間）083-266-1666

12/17

日

下関平家太鼓保存会 勝山会
20周年記念公演〜一歩〜

13：00〜

大人1,000円 高校生以下500円
※未就学児無料

下関平家太鼓保存会 勝山会
（村中）090-7542-7316

12/23

土

山口県立下関南高等学校・下関中等教育学校
管弦楽部第16回クリスマスチャリティーコンサート

14：00〜16：00

無料

山口県立下関中等教育学校
（飯田）083-266-4100

12/24

日

下関ウインドアンサンブル
第44回クリスマスコンサート

14：00〜16：00

一般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事務局
（㈱西部水道機器製作所内・田代）083-232-8114

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

12/3

日

5/S PRESENTS あなたの一冊
「BOOK」

13：30〜

2,000円 未就学児入場不可

（殿井隆嗣）090-1018-5122

12/9

土

音楽会
「歌子さんの歌ものがたり」

18：30〜19：30

おとな3,000円
子ども
（4才以上）1,500円

NPO法人子ども劇場下関センター
083-254-3353

12/16

土

ピアノ発表会

14：00〜

無料

たかのピアノ教室 （高野）090-2866-3357

12/16

土

ピアノ発表会

18：50〜20：00

無料

チップンデール （堀井）090-7125-8791

12/21

木

12/22

金

12/23

土

図書館歴史講座

10：00〜11：30

12/23

土

ピアノフェスティバル

15：00〜

無料

（竹村）083-282-1329

12/24

日

田中美幸ヴァイオリン ピアノ発表会

13：00〜16：30

無料

田中美幸ヴァイオリン ピアノ教室 （田中）090-9411-7112

12/26

火

12/27

水

一般1,000円
小学生以下500円

株式会社チューリップ企画
0120-901-267

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

12/16

土

珠算コンクール

9：30〜12：00

無料

12/24

日

市民公開講座 「からだの中の宇宙」

13：00〜16：30

無料

未定

馬関シネクラブ12月例会

映画
「なぜ生きる」
上映会

会員制

未定

①13：30〜15：10
②18：30〜20：10
①10：00〜11：40
②13：30〜15：10

（公財）下関市文化振興財団

無料

馬関シネクラブ

※要事前予約

083-228-2255

下関市立中央図書館

パチパチクラブ

083-231-6401

083-231-2226

083-255-6850

下関市鍼灸マッサージ師会 （川谷）083-233-1553

※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］
10/3
（火）
〜12/27（水）
12/3
（日）

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。

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をおこないます。
開始…①9：30〜／②13：30〜 ※いずれも15分程度

参加無料

１階／ミニホール

DVD上映会『安城家の舞踏會』

上映…①10：00〜／②14：00〜 出演…原節子、瀧澤修、森雅之、津島恵子
定員…40名（先着順） 観覧…無料

12/14（木）

蓄音機を楽しむ会

◆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。

12/17（日）

田中絹代没後40年記念企画展関連イベント
『恋の花咲く伊豆の踊子』＜澤登翠・活弁版＞DVD上映会

12/3
（日）

（1947年、監督：吉村公三郎、89分）

（1933年、監督：五所平之助、112分）

ほか

上映…①10：00〜／②14：00〜 出演…田中絹代、大日方傳、小林十九二、若水絹子
定員…40名
（先着順） 観覧…無料

ほか

１階／エントランス ［観覧無料］
12/5
（火）
〜1/28
（日）

生誕77年記念特別展「俳優 細川俊之」

２階／田中絹代記念館 ［観覧有料］

俳優・細川俊之は、昭和15年12月15日、福岡県北九州市に生まれ、下関で育ちました。舞台、テレビドラ
マ、映画、歌手、
ラジオ、ナレーション等幅広く活躍しましたが、平成23年1月14日に70歳で亡くなりました。
特別展では生誕77年を記念し、遺品と関係資料を紹介します。

［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）

11/28（火）
〜3/4（日）

田中絹代没後40年記念企画展
「女優田中絹代と映画監督」
総集編

12/17（日）

田中絹代記念館ギャラリートーク

平成23年度から開始した企画展「女優田中絹代と映画監督」
シリーズの第1回「五所平之助監督」、第2回「木下
惠介監督」
、
第3回「小津安二郎監督」、第4回「島津保次郎監督」、第5回「熊井啓監督」
までを振り返ります。
学芸員による展示解説をおこないます。 開始…13：15〜
記念館への入館料が必要です。

※30分程度

