
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

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31年2月分）

臨時休館日のお知らせ

■抽 選 日：平成30年2月1日（木）　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31年2月1日（金）～2月28日（木）
　　　　　　　：展示室…平成31年2月4日（月）～平成31年3月3日（日）
　ドリームシップ：海のホール、風のホール…平成31年2月1日（金）～2月28日（木）
　　　　　　　　※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、一年前の同月4日より予約受付を開始いたします。（例…平成31年2月10日（日）使用希望→
平成30年2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。

〇下関市民会館
　臨時休館日：平成30年2月5日（月）…電気事業法に基づく受変電設備の保守点検のため
　　　　　  　　　　　2月21日（水）…消防法に基づく消防設備の保守点検のため
〇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30年2月23日（金）…消防法に基づく消防設備の保守点検のため

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。

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

■ 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］
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下関市民会館

開演14：00（開場13：00）
下関市民会館大ホール

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）

●プレイガイド全席
自由

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

※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。

下関市民会館 開館40周年記念事業 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

2018

3 4 日

●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）出演

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
曲目

※曲目は変更させていただく場合がございます。

●ピアノ三重奏曲　ト長調 ●牧神の午後への前奏曲［ヴァイオリンと2台ピアノ］
●白と黒で［2台ピアノ］ ●ヴァイオリンとピアノのためのソナタ　ほか

ⒸMamoru Matsui ⒸMamoru Matsui ⒸNorikatsu Aida
ジェラール・プ

ーレ
川島 余里 藤井 一興 丸山 泰雄

作曲者自身のピアノ、父ガストン・プ－レの演奏で初演されて101年目
ドビュッシー没後100年の2018年、息子ジェラール・プーレが下関の皆様方に贈る音楽 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。

初演から101年
あの感動を再び

発 売 中

2018

3 18日

開演15：00（開場14：30）
下関市民会館 大ホール

水谷千重子
ありがとうコンサートin下関
水谷千重子
ありがとうコンサートin下関

主催：BEA、キャンディープロモーション、公益財団法人 下関市文化振興財団　企画制作：BROS.
協力：よしもとクリエイティブ・エージェンシー　後援：下関市、下関市教育委員会、下関市文化連合会
お問合せ：キャンディープロモーション TEL.082-249-8334（月～金 11：00～18：30）／下関市民会館 TEL.083-231-6401

芸能生活50周年を迎えた演歌界の重鎮、
水谷千重子のありがとうコンサートが開催決定！
初の下関公演！

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）

●プレイガイド

店頭
ローソンチケット （Ｌコード：62566）、チケットぴあ （Ｐコード：103-801）、e+

発売中

全席指定 5,400円
※５歳以上はチケット必要、５歳未満膝上観覧可能。

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 ⑤裁縫教室のみエプロンの色（赤か黒）
　「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

エプロンを作りながら
裁縫の基礎を学ぼう

講師 関谷 公子　先生（下関文化産業専門学校 教授）

小・中学校の家庭科で習って以来、手縫いの基礎を覚えているようで覚
えていないことありませんか?
ボタンが取れてしまったり…ちょっとほつれてしまったり…そんな時にさ
さっと直せるっていいですね。皆さん、この機会にエプロンを作りながら
裁縫の基礎を学びませんか。

定　員 20名 受講料 500円
材料費 1,000円 ※エプロンの色は赤か黒をお選びください。

対　象 どなたでも参加OK

9：30～12：30
ドリームシップ　2階・学習室3

申込締切 2月16日（金） 必着

2018

2 4 日 開演13：30
（開場13：00）

下関市民会館大ホール

●プレイガイド
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
主催：公益財団法人 下関市文化振興財団　協力：赤トンボの翼 特別演奏会　応援団（仮）

古川 薫 作詩／松下 耕 作曲

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

全席自由

古川薫 松下耕

赤トンボの翼 特別演奏会
松下 耕 指揮　前田 勝則 ピアノ　Brilliant Harmony Special Concert

発売中
下関市民会館、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）　ほか
●プレイガイド

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団　企画：Being / M’s Company　協力：M’DRIVE / 夢番地　制作：White Dream
お問い合わせ：下関市民会館 083-231-6401／夢番地（広島） 082-249-3571

2018

2 25 日

開演13：00（開場12：30）／下関市民会館中ホール

～ Higher↗↗Higher↗↗中高年よもっと熱くなれ!! Greatest Hits+ ～

Maki Ohguro大黒摩季
FINAL SEASON

2018 Live-STEP!!

2月25日 日

はじめてのヨガ教室

講師 野見山 佳奈　先生（「kana-yoga」主宰 クリパルヨガティーチャー）

こころとからだに良いことを始めませんか？
ヨガがはじめてという方、からだがかたい方でも無理なく安心して行って
いただけます。
呼吸法とアサナ（ポーズ）をゆっくりと行い、こころとからだをリラックスし
ませんか？

定　員 16名 受講料 1回500円対　象 18歳以上の方

19：00～20：30／ドリームシップ　1階・大練習室

申込締切 2月23日（金） 必着

3月9日・16日・23日 金 ※なるべく全3回ご参加ください。

Brilliant Harmony（合唱団）

下関市文化振興財団 友の会が新しくなりました！下関市文化振興財団 友の会が新しくなりました！

■ 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

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。

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

チケットの先行発売日に
会員であれば、先行でチケットを
ご購入いただけます。（同時入会可）

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。

※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。

1 2
変更点

入会好評
受付中！

関壱番
アマチュアミュージックコンテスト 2018

出場者
大募集！！

下関最大の
　アマチュアミュージックコンテスト！

グランプリ 賞金20,000円　ベストパフォーマンス賞 賞金5,000円　その他豪華賞品あり！

募集要項
年齢制限なし、音楽ジャンルは自由（弾き語り、カラオケ、ＤＪ等、なんでも可）参加資格
1人2,500円（チケットを5枚お渡しします）参 加 料
所定の「申込書」に必要事項をご記入のうえ、下関市民会館まで、持参またはFAX、郵送にて
お申込みください。（受付9：00～19：00）

申込方法

2018年2月18日（日） 必着申込期限

1組15分（転換含む）演奏時間

※キャンセルについて…申込書を提出後にキャンセルの場合は、参加料分のキャンセル料を頂きます。
※前売券の取扱いについて…前売券を6枚目以降販売された出場者の方には、前売券金額（500円）の内、300円をキャッシュバック致します。

Ticket　前売：500円／当日：700円
主催：しものせきライブプロジェクト　共催：公益財団法人 下関市文化振興財団 
お問合せ：しものせきライブプロジェクト（担当：中村）
　　　　  TEL.083-231-6401

2018

4 15日

開演17：30（開場17：00）
下関市民会館大ホール
全席
指定 6,800円 ※4歳以上有料。3歳以下ひざ上鑑賞可。

　（ただし席が必要な場合は有料）

発売中

2月に贈る
ウクレレ＆フラ ミニライブ

にぎわいの
創出事業

バレンタイン プ
レゼンツ

バレンタインにぴったりな愛がいっぱいのウクレレの音色とフラダンスをお贈りします♪

11：00～12：00（予定）
ドリームシップ １階

海のホール（大ホール）ロビー

ご来場者には
プレゼントが

あります（数量限定）

2018

2 12 月・祝

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

・パイナップルプリンセス ・ビーマイベイビー
・コーヒールンバ ・第３の男
・シェリーに口づけ ・いとしのエリー
・私の青空 ・バレンタイン･キッス
・夏祭り 　　　　　　　  ほか

・鬼塚恵輔
・おにちゃんウクレレ教室メンバー

曲目（予定） 出演

・ホアロハ

ウクレレ

フラダンス

市民
会館

市民
会館

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）

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

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

2/4 日

2/17 土

13：30～
「赤トンボの翼」　特別演奏会
Brilliant Harmony Special Concert

キラキラプリキュア　アラモード
ドリームステージ

～メチャまぜ♥キラパティレビュー～

一般2,000円
高校生以下1,000円

（当日一般のみ200円増）

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

2/25 日 13：00～
関壱番

アマチュアミュージックコンテスト 2018
500円

（当日700円）
しものせきライブプロジェクト

（下関市民会館内）083-231-6401

2/18 日 14：00～16：00
結成30周年記念

ザ・ニュースペーパー全国公演2018 5,500円 ㈱清水芸能企画
082-292-0080

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

2/11 日 14：00～16：00

①10：30～
②14：00～

「笑顔のおてつだい」バリアフリーコンサート
アコム“みる”コンサート物語
セロ弾きのゴーシュ

無料
※事前申込必要

S席2,700円／A席2,200円
B席1,700円

（当日各200円増し）

笑顔のおてつだい事務局
（アコム㈱広報・IR室内）

0120-7878-07

劇団飛行船
06-6364-3769

2/8～11 木～日
遜志山口会書道展 無料 遜志書法研究会山口会

（長野）090-4147-0864
9：00～17：00

2/12 月 9：00～16：00

2/16・17 金・土 ペルシャ遊牧民の手織りジュータン
ギャッベ展

無料 調度品の亀川㈱
084-925-1817

10：00～19：00

2/18 日 10：00～17：00

※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。

2/10 土 13：30～16：30
学術講演会　ユネスコ「世界の記憶」登録記念

「朝鮮通信使‐その歴史的意義」 無料 下関市立歴史博物館
083-241-1080

2/13 火 14：00～16：30コンパクトなまちづくり講演会 無料　※要事前申込
詳しくはお問い合わせ下さい 山口県都市計画課　083-933-3725

下関市民会館 中ホールのご案内
音楽会、演劇、講演会、各種大会、カラオケ発表会など、様々な用途で
ご利用いただけます。
●客席の収容人数は最大400席（移動席）
●ホールを間仕切っても使用可能
●舞台間口 9.8m、奥行 3.9m、高さ 3.3m
●楽屋もあります
親しみやすいホールです。はじめてご利用の方にも、丁寧にご説明いた
します。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

簡易反響板もございます

ピアノ・エレクトーン・ク
ラビノーバ・電子キーボー
ド・管打楽器・弦楽器・ギ
ター・その他楽器・楽譜・
音楽諸

取扱い商品
管楽器のメンテナンス・リ
ペアもご安心ください。ヤ
マハ公認の技術者が確かな
技術と経験で対応します。

管楽器修理
いつもピアノをベストコン
ディションに！ピアノ調
律・修理はピアノに精通し
た調律師におまかせくださ
い。

ピアノ技術



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

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

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

2/3 土 平成29年度第9回下関市小学校音楽交歓発表会 無料
下関市教育研究会小学校音楽部
（矢野）083-258-005713：00～15：45

2/10 土 第47回下関市ソロコンテスト 無料
山口県吹奏楽連盟下関地区

（事務局・早鞆高校）083-231-00809：50～17：30

2/11 日 建国記念の日 奉祝市民大会 無料 建国記念の日下関奉祝会
事務局（忌宮神社）083-245-109314：20～16：20

2/4 日 第4回日本フルートフェスティバルin下関 一般1,000円
高校生以下500円 山口笛の会　（石飛）083-232-882314：00～15：30

2/9 金 石川貴憲 サクソフォンリサイタル 2,000円 （石川）090-8608-000819：00～20：30

2/10 土 影絵音楽団くぷくぷ「きんぎょがにげた」他公演 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
083-254-335318：30～19：30

2/12 月 髙橋 望　ピアノリサイタル 一般2,000円
大学生以下1,000円 株式会社 素敬　（尾形）083-232-122613：30～16：00

2/24 土 図書館歴史講座 無料　※要事前予約 下関市立中央図書館　083-231-222610：00～11：30

2/24 土 平成29年度下関明るい社会づくり講演会 無料 NPO法人下関明るい社会づくり運動推進協議会
（事務局長・倉本）090-7137-535214：00～16：30

2/25 日 ピアノ・アンサンブル発表会 無料 三輪ピアノ教室　（三輪）083-231-613114：00～16：00

2/18 日 下関市立大学アカペラサークル
Winter Live 2018

300円（当日200円増） 下関市立大学アカペラサークル
（大石）080-4285-065215：30～18：00

2/18 日 Let's Play スタインウェイ 参加者：要事前申込
一般：無料

（公財）下関市文化振興財団
083-231-1234

10：00～20：00
※入場不可の時間
もあります。

※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。

馬関シネクラブ　2月例会 会員制 馬関シネクラブ　083-228-2255
2/17

2/18 日

土
未定

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）

1/5（金）
～4/1（日） 冬季所蔵品展「作家、受賞の時」

下関が輩出した作家は、数々の文学賞を受賞しています。赤江瀑は泉鏡花賞を、船戸与一、古川
薫は直木賞を、田中慎弥は川端康成文学賞、三島由紀夫賞、そして芥川賞を。今回は各作家の
受賞作品と、それがどんな文学賞であるかをご紹介します。

１階／ふるさと文学館  ［観覧無料］

2/4（日） DVD上映会 『男はつらいよ　幸福の青い鳥』
（1986年、監督：山田洋次、102分）

上映…①10：00～／②14：00～　出演…渥美清、倍賞千恵子志穂美悦子、長渕剛　ほか
定員…40名（先着順）　観覧…無料

蓄音機を楽しむ会2/8（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

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

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。

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）

2/18（日） 上映…①10：00～／②14：00～　出演…水谷妃里、上野樹里、桂亜沙美、三村恭代　ほか
定員…40名（先着順）　観覧…無料

開館記念『チルソクの夏』DVD上映会
（2004年、監督：佐々部清、114分）

2/6（火）
～2/18（日）

開館記念『チルソクの夏』パネル展 田中絹代ぶんか館の開館を記念し、下関を舞台にした映画の中から佐々部清監督作品『チル
ソクの夏』のパネル展を開催します。

１階／エントランス  ［観覧無料］
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