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

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18：30（開場18：00）
下関市民会館大ホール

2018

7 24火

明治維新150年記念・下関市文化振興財団20周年記念

サラステとスクリデが溢れ出る共感と情熱を持って奏でる、ブラームスとシベリウス

指揮：ユッカ・ペッカ・サラステ　ヴァイオリン：バイバ・スクリデ

@Felix_Broede

ユッカ・ペッカ・サラステ
@Marco Borggreve

バイバ・スクリデ

全席指定
Ｓ席 10,000円
Ａ席 8,000円
Ｂ席 5,000円
学生券 3,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※学生券のご購入は、下関市民会館
までご連絡ください。（お席はＢ席
となります。）

曲目
シベリウス／アンダンテ・フェスティーヴォ
シベリウス／ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
ブラームス／交響曲第1番 ハ短調 作品68
※曲目は変更になる場合がございます。

●チケット発売日 ●プレイガイド
財団友の会・会員先行／3月10日（土）
一般／3月24日（土）

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：62490）
チケットぴあ（Ｐコード：109-002）

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、

下関市民会館 開館40周年記念展示
開館から40年を迎えた市民会館。これまでの歴史を写真などで振り返ります。
建設当時の写真や、40年前の開館当時のパンフレット、過去に公演を行ったアーティスト一覧やサイン色紙、さらに今
回で20回目を迎えるファミリーコンサートのポスターをすべて展示します。

3月1日（木）～31日（土） 開館中（9時～19時）
下関市民会館 ホワイエ場所

期間

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団

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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市民
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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

暮らしに役立つ ペン習字の基礎を学ぼう
～冠婚葬祭の表書き編～

ナチュラルフラワーをアレンジして！
アロマワックスサシェ作り

最近はデジタル機器の発達により文字を書く事が少なくなりました。そうした中でも、
冠婚葬祭やはがき、書類を書くときなどは名前や住所を書く場面があります。
今回は名前や住所に焦点を当てて、主に冠婚葬祭の表書きを練習します。いざという
ときに役立つペン習字の基礎を実際にご自身の名前と住所を使って学びましょう！

アロマワックスサシェは、「火を灯さないアロマキャンドル」とも言われ、そのままの
状態で香りを楽しめるアロマワックスです。
靴箱やクローゼットの芳香剤として…　玄関やお部屋のインテリアとして…
母の日やお誕生日などのプレゼントにも最適です！
火を使わず、可愛くて、香りも長続き(半年～1年)するので大注目アイテムです★
ロウソクの材料であるワックスにアロマの香りを付け、カスミソウなどのナチュラル
フラワーを自由に配置して自分だけのアロマワックスサシェを作りましょう。

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

●プレイガイド
●チケット発売日

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

3 18日

2018

4 28土

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

Maki Ohguro大黒摩季
FINAL SEASON

開演15：00（開場14：30）／下関市民会館 大ホール
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。

2018 Live-STEP!!

講師 大塚 弘子　先生（公文 下関ドリームシップ書写教室 指導者）

定　員 20名 受講料 500円
持参物 お持ちの…ボールペン、サインペン細字、Bか2B鉛筆、消しゴム、定規（15cm程度）

まだお持ちでない方におすすめ：初心者用 PILOT 筆まかせ「細字」
 経験者用 ゼブラ 筆サイン「細字」

対　象 高校生以上

申込締切 3月30日（金） 必着

10：00～12：00
ドリームシップ　2階・学習室34月14日 土 講師 井ノ口 静香　先生（フラワーアレンジメント講師）

定　員 各回24名 受講料 500円 材料費 1,000円
持参物 はさみ対　象 18歳以上

申込締切 4月13日（金） 必着  ※①か②どちらかご希望の時間をお選びください。

①10：00～12：00　②14：00～16：00
ドリームシップ　3階・工作工芸室4月22日 日

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！

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+
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）店頭

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

発売中

開演14：00（開場13：00）
下関市民会館大ホール

開演14：00（開場13：30）
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：61934）、
チケットぴあ（Ｐコード：101-249）　ほか

●プレイガイド

全席
自由

一般2,500円
高校生以下1,000円

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

ⒸMamoru Matsui
ジェラール・プ

ーレ

ⒸMamoru Matsui
川島 余里

ⒸNorikatsu Aida
藤井 一興 丸山 泰雄

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

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

市民
会館

◆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。

全席指定
2,000円

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※本コンサートはボートレース下関の
収益金を市民の皆様に還元させてい
ただくために特別価格となっており
ます。

3月3日（土）

●チケット発売日
3月1日（木）

●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） 

●プレイガイド

主催：読売新聞社、FBS福岡放送、ポップサーカス　お問合せ：ポップサーカス北九州公演事務局 TEL.093-541-8400（5/14まで）TEL.093-663-5700（5/14より）

北九州市制55周年記念

ポップサーカス北九州公演

休演日：毎週木曜日
●貸切公演等によりご入場頂けない場合もございます。
また、満席の際は次回以降の公演にお廻りいただきま
す。詳しくはホームページでご確認いただくか、事務局
までお問い合わせください。

●貸切公演等によりご入場頂けない場合もございます。
また、満席の際は次回以降の公演にお廻りいただきま
す。詳しくはホームページでご確認いただくか、事務局
までお問い合わせください。
●1回の公演時間は約1時間50分（休憩15分）
●雨天開演（強風などによる荒天時は事前にお問い合
わせください。）
●5/19（土）15：50、5/20（日）13：10は貸切の為、
一般入場はございません。

1回目
5/19（土）13：10 － －

11：00 14：00 －
11：00 － －
10：30 13：10 15：50

月・土
火・水・金
日

2回目 3回目
八幡東区東田特設大テント（旧スペースワールド第１駐車場）場所

大人／2,500円  子ども／1,200円
当日入場券（自由席） 大人2,800円・子ども1,500円
※自由席は先着順で満席までのご入場となります。
※大人：高校生以上、子ども：３歳から中学生（２歳以下ひざ上無料）
※価格はすべて税込です。
※指定席プラス800円/席
※プレジャーボックス4000円/1ボックスに4席あり

前売入場券（自由席）

公演スケジュール／2018年5月19日（土）～7月1日（日）

世界が喝采を贈る
　サーカスエンターテイ

ンメントここに集結！

事前購入
限定

事前購入
限定

前売入場券 ▶下関市民会館、ドリームシップ、シーモール「ラン」　指定席 ▶公式サイト、ローソンチケット、チケットぴあ、セブンチケット  他

主催：下関市ボートレース企業局　共催：公益財団法人 下関市文化振興財団　企画制作：安田音楽事務所、フウパブリッシャーズ
ステージ制作：オフィス名畑　後援：下関市、下関市教育委員会、下関市文化連合会、ユニバーサルミュージック
提供：フレンド企画、MSエンタテインメント・プランニング　お問合せ：公益財団法人 下関市文化振興財団 TEL.083-231-6401

由紀さおり・安田祥子コンサート ～童謡100年～
ボートレース下関 海響ドリームナイター１周年記念

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）

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

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

3/4 日 14：00～16：15
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

一般2,500円／高校生以下1,000円
財団友の会一般のみ2,300円
当日一般のみ200円増し

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

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

3/10 土 1回目　13：30～
2回目　17：00～

市川海老蔵特別公演「源氏物語」
第二章～朧月夜より須磨・明石まで～ 完売しました グッドラック・プロモーション

0120-30-8181

3/25 日 13：30～16：00
下関西高シンフォニックウィンズ
スプリングコンサート2018

400円
当日500円

山口県立下関西高等学校
083-222-0892

3/31 土 18：00～
第25回山口県立長府高等学校吹奏楽部定期演奏会
アドレッセンスウィンドスプリングコンサート

400円
当日500円

山口県立長府高等学校
083-245-0108

3/15 木 1回目　14：00～
2回目　18：00～梅沢富美男　座長襲名披露公演 S席6,500円 ソワード（株）　0956-22-2036

3/18 日 15：00～水谷千重子　ありがとうコンサートin下関 5,400円 株式会社BEA　092-712-4221

3/21 水 18：00～20：00第39回豊浦高校吹奏楽部定期演奏会 500円 山口県立豊浦高等学校　083-245-2161

3/2 金 11：00～18：00第20回西日本まき網漁業シンポジウム 関係者 西日本ニチモウ（株）　083-282-8161

3/18 日 10：00～16：30花柳多佳広一門会 無料 多佳広会　（花柳多佳広）083-231-7073

3/21 水 13：30～18：30琴浦会音楽園発表会 無料 琴浦会音楽園　（藤村）083-245-0200

3/24 土 13：00～16：30ピアノ発表会 無料 濵本敦子　083-253-8271

3/10 土 13：30～15：30緑の募金チャリティーコンサート 無料 しものせき竹アンサンブル
（村田）083-248-1900

3/27 火 18：00～19：10第25回下関地区高等学校演劇連盟合同公演 無料 山口県立下関西高等学校
（中林）083-222-0892

3/25 日 13：00～17：00第48回三木妙子門下生発表会 無料 三木ヴァイオリン教室　（矢原）083-245-2825

3/31 土 14：30～16：30ピアノ発表会 無料 ともみピアノ教室　083-231-1427

3/13 火 15：00～17：00第71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

※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。

3/2・3 金・土 第41回（平成29年度）
梅光学院大学卒業書作展 無料 梅光学院大学

083-227-1020

9：00～17：00

3/4 日 9：00～16：00

赤トンボの翼 特別演奏会赤トンボの翼 特別演奏会
2月4日、下関市民会館大ホールにて、「赤トンボの翼　特別演奏会」を開催いたしました。
今回の公演は、下関市在住の直木賞作家である古川薫さんの詩をもとに、作曲家の松下耕さん

が作曲した、合唱曲「赤トンボの翼」の初演として行われ、約850人の市民の方にお越しいただきま
した。下関少年少女合唱隊のウェルカム演奏や、この度「赤トンボの翼」を歌ったコーラスグループ
Brilliant Harmonyの合唱、「赤トンボの翼」の朗読もあり、会場にお越し下さった古川薫さんにも
大変好評をいただきました。
　今後も、市民の皆様に多くの文化芸術をお届けできるよう努めてまいります。 会場で展示していた「赤トンボ」の模型や

古川先生直筆原稿など

2018

3 13火

第71回

懐かしの

歌声喫茶

15：00～17：00
※今回は、第2火曜日に開催します。
　本公演より、時間が15時からに変更となります。

チケット発売日　3/1（木）



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

3/3 土 平成29年度　慈光保育園発表会 無料 社会福祉法人 慈光保育園　083-231-29709：45～13：00

3/11 日 小野登充ピアノリサイタル 一般1,000円／中学生以下無料 （小野）070-2624-416214：00～16：00

3/21 水 ピアノ発表会 無料 （森田）083-252-223314：00～15：50

3/24 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

3/4 日 全国珠算学校連盟山口県支部 珠算競技大会 無料 （出口）083-255-685010：00～15：00

14：00～18：00
10：00～18：00

3/25 日 ピアノ発表会 無料 PSTAの会　（佐衛田）083-252-55549：30～16：30

3/12 月 昭和歌謡祭り　【ゲスト： 美樹克彦】 3,500円　※未就学児入場不可 はかた小町　（澄川）083-222-868612：30～16：00

3/25 日 Chanter XIII 無料 株式会社 リトル・ノート　（神野）090-1337-274712：00～16：15

3/14・15 水・木
3/16 金

3/10 土 舞台劇「あとむの時間はアンデルセン」公演 おとな3,000円
子ども（4歳以上）1,500円

NPO法人子ども劇場下関センター
083-254-335318：30～19：50

3/3 土 「やさしくなあに」上映会 300円
（定員200名）

「やさしくなあに」上映会実行委員会事務局
083-254-928813：00～15：00

3/15 木 ひとりミュージカル2018春ツアー下関公演 4,000円
株式会社オフィスピースオブドリーム

（伊藤）090-2485-397919：00～20：30

3/24 土 絵本とことばの世界　トーク＆コンサート こどもの広場　083-232-795613：30～15：30

3/4 日 下関ウインドアンサンブル
第76回ピックアップコンサート 無料

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）　083-232-811414：00～16：00

3/11 日 第39回公益財団法人公認 山口県吟剣詩舞道大会

下関市民劇場　3月例会
文化座公演「三婆」

無料

会員制

下関市吟剣詩舞道連盟
（町田）090-9467-4375

下関市民劇場　083-232-4065

9：30～16：30

18：30～21：00

3/16 金
3/17 土

馬関シネクラブ　3月例会 会員制 馬関シネクラブ　083-228-2255未定

13：00～15：30

※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。

3/8 木
3/9 金

ISP＆クラウド事業者の集いin下関 無料 一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会
（石川）03-5304-7511

3/13 火 3.13全国重税反対統一行動下関集会 無料 下関民主商工会　（佐藤）083-223-232813：00～14：00

大人2,000円／中学生以下600円
当日大人2,500円
中学生以下800円
※5歳未満要相談

（　　　　　　  ）

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］

3/4（日） DVD上映会 『おぼろ駕籠』
（1951年、監督：伊藤大輔、97分）

上映…①10：00～／②14：00～　出演…田中絹代、阪東妻三郎、山田五十鈴、佐田啓二　ほか
定員…40名（先着順）　観覧…無料

童謡を歌う会3/17（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

3/6（火）
～6/3（日） 春季所蔵品展「絹代と先帝祭」 昭和43年（1968：今から50年前）に下関を故郷とする女優・田中絹代と木暮実千代が、明治維新百

年を記念する「先帝祭」に特別参加しました。当時の写真や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）
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