
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

詳しくは下関市文化振興財団までお問い合わせください。 TEL.083-231-6401

下関市文化振興財団　友の会　新会員募集中！

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7月分）
■抽 選 日：平成30年7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31年7月1日（月）～7月31日（水）
　　　　　　　：展示室…平成31年7月1日（月）～平成31年8月4日（日）
　ドリームシップ：海のホール、風のホール…平成31年7月1日（月）～7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7月7日（日）
使用希望→平成30年7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

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

@Felix_Broede

ユッカ・ペッカ・サラステ
@Marco Borggreve

バイバ・スクリデ

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。

Ｓ席 10,000円／Ａ席 8,000円
Ｂ席・学生券は完売しました
※未就学児の入場はご遠慮ください。

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）
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、

明治維新150年記念・下関市文化振興財団20周年記念・yab開局25周年記念企画

曲目

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

朝鮮通信使行列再現2018

ボランティア募集！行列参加者 100人
スタッフ 30人

2018

8 25土

11：00  下関市民会館　集合…昼食▶着替え
16：00  行列出発（姉妹都市ひろば）
18：00  下関市民会館　到着…着替え▶解散

※時間は変更になる場合がございます。
※スタッフ（行列アシスタント等）の方は、お願いする仕事によって集合時間が異なる場合があります。

交通費 1,000円を支給します。
※参加者には昼食（お弁当）があります。

応募資格 高校生以上
応募方法 いずれかでお申し込みください。

①専用の申込用紙を下関市民会館へご持参ください。
※専用申込用紙は、下関市役所田中町庁舎2F文化振興課、下関市民会館、ドリームシップ等
　各公共施設にございます。また、HPからもダウンロードできます。
　　　http：//www.scpf.jp
②FAX・はがき・Eメールについては右記必要事項を記載のうえ
　下関市民会館へお申し込みください。

HP

応募先 下関市民会館　〒750-0025 下関市竹崎町4-5-1
　　083-231-6401　　 083-235-0800　　   jigyou@scpf.jpTEL FAX E-mail

①行列もしくはスタッフの明記  ②氏名（ふりがな）
③年齢  ④性別  ⑤住所  ⑥電話番号
⑦身長（行列参加者のみ）
※ご応募いただいた個人情報は、この事業以外には使用いたしません。

必要事項

締め切り 7月27日（金）※定員に達し次第終了

下関の夏を彩る
「しものせき馬関まつり」で
朝鮮通信使の衣装を着て

パレードに参加
しませんか？

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 「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

小学生対象のお菓子教室を開催します。今回はリンゴのタルトと
夏のフルーツゼリーをみんなで楽しく作りましょう！ここでしか味
わえないあなただけのお菓子作りに挑戦しよう！

講師 三分一 陽子　先生（大和町パン・菓子教室　師範）

定　員 30名
受講料 500円

持参物
エプロン、三角きん、手ふき用タオル、
持ち帰り用容器（15cm四方、高さ5cm程度）

対　象 一人でも参加できる小学生

申込締切 7月13日（金） 必着

13：30～15：30
ドリームシップ　3階・料理教室7月22日 日

材料費 800円

TSUKEMEN 夏のこどもお菓子教室

「UVレジン」とは「紫外線硬化樹脂」のことです。簡単・手軽に
作れるのでお友達同士参加するも良し！オリジナルのかわいい
キーホルダーを作りましょう！

定　員 30名
受講料 500円

対　象 一人でも参加できる小学生

申込締切 8月10日（金） 必着

10：00～11：30
ドリームシップ　3階・工作工芸室8月20日 月

材料費 1つ500円 ※作りたい個数をはがきにご記入下さい。

ドリームシップ
海のホール

2018

9 2 日

●プレイガイド
下関市民会館、ドリームシップ、ローソンチケット（Ｌコード：62173）、e+（イープラス）
チケットぴあ（Ｐコード：111-342）

5,000円 ◆財団友の会・会員は4,700円全席
指定 ※３歳未満入場不可。

発売中

開演15：00（開場14：30）

主催：tysテレビ山口、公益財団法人 下関市文化振興財団　企画制作：ANY
後援：キングレコード、下関市、下関市教育委員会、下関市文化連合会
お問合せ：ユニオン音楽事務所 TEL.082-247-6111／ドリームシップ TEL.083-231-1234

開演14：00（開場13：00）／下関市民会館 大ホール

2018

10 6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）
主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、有限会社 サイドキック
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：下関市民会館 TEL.083-231-6401

笑撃ライブ！ 2018
綾小路きみまろ LIVE

2018“X”

Ｓ席 5,500円／Ａ席 5,000円
全席指定

※18歳未満の方の入場はご遠慮いただいております。

開演18：30（開場18：00）／下関市民会館 大ホール

2018

10 12金

2018

9 24月・祝・25火

全席指定 5,000円
◆財団友の会・会員は4,500円
※3歳未満ひざ上鑑賞無料。
　ただし、お席が必要な場合は有料。

●チケット発売日
○財団友の会・会員先行／6月30日（土）　○一般／7月14日（土）

●チケット発売日

7月1日（日）

●プレイガイド
下関市民会館、ドリームシップ

●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：61459）、チケットぴあ（Ｐコード：118-322）

Kiroro コンサート 2018明治維新150年記念・下関市文化振興財団20周年記念

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、
企画・制作：株式会社 綜合企画　後援：下関市、下関市教育委員会、下関市文化連合会　協力：夢番地

平成30年度 優秀映画鑑賞推進事業 山口百恵、松田聖子、原田知世、
宮沢りえ-時代を彩るアイドルたちの
みずみずしい魅力にあふれる作品を
紹介いたします。

下関市民会館 大ホール
全席
自由
1日券 500円
※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。

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、文化庁、国立映画アーカイブ　特別協賛：木下グループ　協力：株式会社 オーエムシー　後援：下関市、下関市教育委員会、下関市文化連合会
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第17回 市民会館名画劇場
「追悼 古川 薫
　　　　 ―思念の光芒をインクに溶かして―」

5月5日、直木賞作家・古川薫氏が逝去されました。この度は
氏が育ててこられた「ふるさと文学館」の立場から「作家・
古川薫」の作品に焦点を当て、心血を注いだ畢生の著作
を紹介します。

2018

7 3火 10 8月～

観覧無料

ギャラリートーク 追悼コンサート

特別展

7月3日（火） 10：00～
先着100名様に

『名誉館長のつぶや記（抄録）』を
プレゼント！

7月15日（日） 14：00～参加無料 入場無料

定員40名
（先着順）

演奏者
ジャズ演奏家
加藤さとる氏・浜崎むつみ氏

ドリームシップ
海のホール
14：00～16：00

海のホール
バックステージツアー
海のホール

バックステージツアー
ドリームシップ海のホールでは、いろいろなジャンルの催物を行っています。
変幻自在の照明を見て・七色の音を聴いて・様々な機材をさわって、

普段見ることのできない舞台裏を探検しよう♪
夏休みの体験活動や手作り新聞などでも活用できますよ！

2018

8 3金

定　員 20名
参加料 無料

服　装 動きやすい服装運動靴

対　象

小学3年生以上
※小学生はなるべく保護者同伴
※入り組んだ所の歩行や階段
の昇降がございます。あら
かじめご了承ください。

募集内容

7月20日（金）必着 ※応募者多数の場合抽選所定の申込用紙に必要事項をご記入のうえ、ドリーム
シップ1階事務所までご持参いただくか郵送、FAXにて
お申込みください。
※申込用紙はHPからダウンロードしてご使用ください。
　HP：http：//s-dreamship.jp

申込方法

申込締切

お問合せ
・

お申込先

ドリームシップ／（公財）下関市文化振興財団 事業係
〒750-0016 下関市細江町3丁目1－1
TEL：083-231-1234／FAX：083-242-6234

●チケット発売日
財団友の会・会員先行／発売中
一般／6月30日（土）

UVレジンで
かわいいキーホルダーを

つくろう！

ドリーム
シップ

ドリーム
シップ

近代先人
顕彰館

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）

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

※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。

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 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

7/1 日 14：00～16：00
日本童謡の会下関支部30周年記念

童謡誕生100年記念
　ハートフル童謡コンサート2018

1,000円
日本童謡の会

（浜自動車硝子専門店内）
083-222-3774

7/24 火 18：30～

明治維新150年記念
下関市文化振興財団20周年記念
yab開局25周年記念企画

NHK交響楽団　下関公演

S席10,000円
A席8,000円

※Ｂ席、学生券は
完売しました

公益財団法人下関市文化振興財団
083-231-6401

7/8 日 13：30～15：30海峡に響くシンフォニー2018
海上自衛隊佐世保音楽隊演奏会

無料
※要事前応募

海上自衛隊下関基地隊
083-286-2323（内線219）

7/9 月 18：00～沢田研二 70YEARS LIVE
「OLD GUYS ROCK」

全席指定
8,000円

株式会社CARAVAN
092-732-8858

7/16 月 10：00～16：00第41回山口県吹奏楽連盟下関地区
サマーコンサート

無料 山口県吹奏楽連盟下関地区
（早鞆高校内）083-231-0080

7/27 金 18：30～KAZUYOSHI SAITO
LIVE TOUR 2018“Toys Blood Music”

完売しました 公益財団法人下関市文化振興財団
083-231-6401

7/21 土 13：30～15：30講演会
「間違えてはいけない老人ホームの選び方」 500円

高齢社会をよくする
下関女性の会（ホーモイ）
（田中）083-253-4892

7/19 木 13：00～15：30平成30年度下関市地域福祉推進大会 無料 （社福）下関市社会福祉協議会
083-232-2003

7/15 日 14：00～15：00第60回下関学生七夕書道展 表彰式 関係者 下関書道連盟　083-256-8323

7/14 土 13：30～16：00ピアノ発表会 無料 山根祥子　083-256-5042

7/13 金

7/14 土

7/15 日

7/16 月

7/28 土

7/29 日

9：30～17：00

9：30～16：00

10：00～19：00

第60回下関学生七夕書道展

フランスベッド㈱山口営業所
工場直送セール

無料 下関書道連盟
（泉）083-256-8323

無料 フランスベッド㈱山口営業所
0835-38-2161

7/16 月 13：00～16：30第三回晋作文化祭 前売1,000円
当日1,200円

晋作連
（三宅）090-8605-5701

7/11 水 13：30～16：00「小さな親切」運動 下関支部総会 関係者 「小さな親切」運動 下関支部
（山口銀行内）083-223-3415

7/2 月 10：00～STYLING COLLECTION 2018 山口大会 無料
SPC中国統括山口本部
（稲冨）090-7124-8032

7/29 日

①11：00～13：00
②13：30～15：30
③16：00～18：00
④18：30～20：00

カワイ音楽教室　音楽発表会 無料 カワイ音楽教室北九州事務所
093-521-5453

7/22 日 14：00～
黒田節子バレエスタジオ
「第51回定期発表会」
アイ★ガット★リズム

2,000円 黒田節子バレエスタジオ
083-252-2693



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 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

※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。

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

7/2 月
下関市民劇場 7月例会

俳優座公演「春、忍び難きを」 会員制 下関市民劇場
083-232-4065

18：30～21：00

13：00～15：30

7/3 火

7/4 水

7/7 土
下関女声合唱連盟

第26回キラキラコンサート 無料 下関女声合唱連盟
（重村）090-7590-182413：30～16：00

7/15 日 るいバレエスタジオファミリーコンサート 無料 るいバレエスタジオ　（青柳）083-255-130114：00～16：00

7/16 月 フレッシュサウンズポピュラーピアノコンサート 一般2,000円
高校生以下1,500円 アトリエムジカ　080-9797-441913：00～19：00

7/22 日 Ballet Schatz 2018 サマーコンサート 無料 Ballet Schatz　（槇本）090-7991-890814：00～17：00

7/1 日 ミュージックコンサート 無料 （内田）090-8064-344012：00～16：00

7/8 日 ピアノ発表会 無料 （兵藤）090-8713-519613：30～

7/15 日 小さな音楽会 無料 （越智）090-2861-091313：30～16：00

7/22 日 クライネス コンツェルト（小さな音楽会） 無料 下関ソルフェージュ教室
（山根）083-256-504213：00～16：30

7/11 水 関門海峡 温故知新塾 第1回目 無料 下関市教育委員会 教育部 生涯学習課
（水間）083-231-205414：00～16：00

7/19 木 市民文化セミナー（第1分野）第2回目 無料 下関市教育委員会 教育部 生涯学習課
（水間）083-231-205410：00～11：50

7/28 土 馬関シネクラブ　7月例会 会員制 馬関シネクラブ　083-228-2255未定

7/29 日 ピアノ発表会 無料 （稲富）090-6674-282313：30～17：00

7/16 月

土

ピアノ発表会 無料 スタッカート　（田中）080-2909-8562①10：00～12：00
②13：00～15：00

7/21 江崎皓介ピアノリサイタル 一般2,000円
高校生以下1,500円 アトリエムジカ　080-9797-441914：30～16：00

7/8 日 NPO法人抱樸支援
ひまわりチャリティコンサート2018

大人1,500円（当日300円増）
高校生以下1,000円（一律）

※未就学児無料

ひまわりチャリティコンサート実行委員会
（下田）083-229-150014：00～16：00

7/27 金 HANAセミナー
午前 2,000円
午後 3,000円
全日 5,000円

HANA音楽研究所
（曽川）079-245-2803

午前 10：15～12：15
午後 13：30～16：00
全日 10：15～16：00

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）

7/3（火）
～10/8（月） 特別展「追悼 古川 薫―思念の光芒をインクに溶かして―」 5月5日、直木賞作家・古川薫氏が逝去されました。この度は氏が育ててこられた「ふるさと文学

館」の立場から「作家・古川薫」の作品に焦点を当て、心血を注いだ畢生の著作を紹介します。

１階／ふるさと文学館  ［観覧無料］

7/1（日） DVD上映会 『陸軍』
（1944年、監督：木下惠介、87分）

上映…①10：00～／②14：00～　出演…田中絹代、笠智衆、三津田健、杉村春子　ほか
定員…40名（先着順）　観覧…無料

季節の紅茶の愉しみ方7/14（土） ◆講師  江島 智子 氏　開演…14：00～　定員…20名（開催日3日前まで要電話予約）
材料費：500円　夏の紅茶をテーマにアイスティーを一緒に楽しみませんか？

特別展ギャラリートーク7/3（火） 開始…10：00～ ※30分程度　定員…なし　参加無料
学芸員による展示解説を行います。

古川薫追悼コンサート7/15（日） 開演…14：00～　演奏者…ジャズ演奏家　加藤さとる 氏　ほか
定員…40名（先着順）　入場無料

１階／ミニホール

6/5（火）
～9/2（日） 夏季所蔵品展「絹代の愛用品」 田中絹代は女優として豪華絢爛な衣装を堂々と着こなしていましたが、プライベートでは比較的

シンプルな装いを好みました。遺品の中から、絹代が愛用した身の回りの品を紹介します。

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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