
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8月分）

臨時休館のお知らせ

■抽 選 日：平成30年8月1日（水）　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8月1日（木）～9月1日（日）
　　　　　　　：展示室…平成31年8月5日（月）～9月1日（日）
　ドリームシップ：海のホール、風のホール…平成31年8月1日（木）～9月1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8月11日（日）使用希望→
平成30年8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

2018

8 26 日
開演14：00（開場13：30）
終演16：30（予定）

主催：下関市、財団法人 釜山文化財団　お問合せ：（公財）下関市文化振興財団 TEL.083-231-6401

日韓文化交流公演2018
下関・釜山ふれあいステージ
●その場でステキな景品が当たる！  おたのしみ抽選会 開催！
●来場者へ韓国のり１袋プレゼント！ 13：30～ 先着500名様

しものせき馬関まつり参加事業

会場：下関市民会館 大ホール
入場無料

明治維新150年記念
下関市文化振興財団20周年記念 千住真理子 ヴァイオリン：千住 真理子

ピアノ：丸山 滋

日本を代表するヴァイオリン奏者、千住真理子が３年ぶりの来関！
珠玉の名演奏をお楽しみください。

2018

11 23金・祝

ヴァイオリン・リサイタル

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］

J.S.バッハ／Ｇ線上のアリア
ショパン／別れの曲
クライスラー／ジプシーの女
　　　　　　　　　　　　　  ほか
※曲目は変更になる場合がございます。

一般…2,000円／高校生以下…500円 ◆財団友の会・会員は一般のみ1,800円
※当日は一般のみ各200円高 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

●プレイガイド●チケット発売日
ドリームシップ、下関市民会館、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：61649）、チケットぴあ（Ｐコード：124-315）

8月11日（土・祝）

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団

出 演

Program

＠Kiyotaka Saito(SCOPE)

ニッキーズ　ダンスチーム 馬関奇兵隊

〇下関市民会館　臨時休館日：平成30年9月5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9月28日（金）・・・消防法に基づく消防設備保守点検のため
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。

全席
自由

シンウンジュ舞踊団

釜山芸術団釜山太極吹打隊

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　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

知らず知らずのうちに摂りすぎてしまう食品に含まれる塩分。摂りすぎると高血圧
や動脈硬化による血液の病気などを招くことがあります。秋から冬は特に気をつけ
たい季節です。
そこで、今回は減塩をテーマに、塩分を減らしてもおいしく食べられる、食材の旨み
を活かした料理を学びます。

講師 谷口 真理子　先生（管理栄養士）

定　員 30名
受講料 500円
持参物 エプロン、ふきん、手ふき用タオル

対　象 どなたでも参加可能

申込締切 8月24日（金） 必着

10：00～13：00
ドリームシップ　3階・料理教室9月9日 日

材料費 800円

減塩料理教室
オカリナは、息を吹き複数ある穴を指でふさぎ音を出す独特の形をした楽器ですね。
初心者の方にも無理なく音が出せるよう楽器の持ち方、基本的な音の出し方、簡単
な歌が吹けるまでを全３回コースで段階を踏んで行います。
初心者の方大歓迎なので難しく考えないで安心して楽しく学びましょう♪

講師 三池 裕子　先生（アースサウンドオカリナ倶楽部 専任講師）

定　員 30名
受講料 各回500円

持参物（お持ちの方は）オカリナ※お持ちでない方には貸出あり

対　象 初めての方ならどなたでも
※初心者大歓迎　※全3回参加可能な方

申込締切 9月7日（金） 必着

10:00～11:30／ドリームシップ　1階・大練習室

材料費 各回100円（テキスト代）

初心者でも大丈夫！初めてのオカリナ

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。

●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

ドリームシップ 海のホール2018

9 2日

TSUKEMEN
LIVE 2018“X”

●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

2018

10 6土

笑撃ライブ！ 2018
開演14：00（開場13：00）／下関市民会館 大ホール

Ｓ席 5,500円／Ａ席 5,000円
※18歳未満の方の入場はご遠慮いただいております。

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）
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

綾小路きみまろ

発売中

発売中

発売中

地域公演のご紹介
　下関市文化振興財団では、ホールで開催するイベントだけでなく、地元の皆さんに、より
文化芸術を身近に感じていただくため、地域公演を開催しています。
　地域公演では、市内の音楽祭や文化施設、福祉施設などでコンサートを開催し、皆さんに
楽しんでいただいています。
また、年に３回程度、市役所のロビーにて「コンサートinシティホール」と題したコンサートを
行っています。
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ので、ぜひイベント
に足を運んでみてください。

9月15日・22日・29日 土 ※全3回

市民
会館

市民
会館

ドリーム
シップ

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）

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

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

※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 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

8/3 金 10：00～17：50

18：00～21：10

14：30～18：30

山口県総合芸術文化祭2018
全日本吹奏楽コンクール山口県大会

第70回西日本医科学生音楽祭

一般1,500円
小～高校生1,000円

山口県吹奏楽連盟下関地区
（早鞆高校内）083-231-0080

無料 山口大学医学部軽音楽部 Latin Echoes
080-4555-5740

10：15～18：10

10：15～17：35

8/14 火

8/15 水

8/16 木

8/17 金

8/18 土

8/19 日

8/4 土

8/5 日

8/9 木

8/10 金

9：30～山口県総合芸術文化祭2018
第73回合唱コンクール山口県大会

無料 山口県合唱連盟
083-920-17668/12 日

14：00～16：30日韓文化交流公演2018
下関・釜山ふれあいステージ

無料 （公財）下関市文化振興財団
083-231-64018/26 日

10：00～12：00白木美香運動指導30周年記念講演
（笑いヨガ）

390円 体・頭・心　元気会
（白木）090-5378-1258

10：00～18：00

10：00～16：00

福岡教育大学瀬戸内県人会書作展 無料 福岡教育大学書道科瀬戸内県人会
（佐伯）080-6264-5420

8/18 土

12：00～池田輝朗と歌仲間in下関 2,000円 輝音楽塾下関教室
（金子）090-7135-40638/19 日

寄付金のお礼とご報告
　3ヶ月に1回、下関市民会館中ホールで行われている「懐かしの歌声喫茶」（第68・69・71・
72回）の売上げの一部を、ご寄付いただきました。
賜りましたご厚志は、当財団の文化事業振興のために有効に活用させていただきます。誠に
ありがとうございました。

下関市文化振興財団ボランティアの会



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

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 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

8/3 金 海のホール　バックステージツアー2018 無料 （公財）下関市文化振興財団
（DREAM SHIP）083-231-123414：00～16：00

8/11 土 下関ウインドアンサンブル　第45回定期演奏会 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）083-232-811414：30～17：00

8/1 水 クァルテット・エクスプローチェ 一般3,000円　学生1,500円
（当日500円増） ※未就学児入場不可

（正田）080-1745-6644
（藤川）090-9176-750819：00～21：00

8/7 火 ～おいでまっせ～立川志の八　第二回里帰り落語 3,500円（当日500円増） 株式会社イソップエージェンシー
092-283-178018：30～21：00

8/11 土 ハワイアンコンサート 無料 カウルレフアイカノエラニ
093-647-032312：30～15：30

8/12 日 ゆめキッズ 6周年ライブ 指定席1,500円　自由席1,500円
※未就学児無料

株式会社JR西日本コミュニケーションズ
（末次）083-252-611116：30～18：30

8/19 日 第46回山口ギターコンクール 1,000円 山口県ギター音楽協会　（塩田）090-6838-295410：00～21：00

8/22 水 下関市立大学アカペラサークル
A cappe * love 夏ライブ 300円（当日200円増） 下関市立大学アカペラサークル

（伴）090-2067-881912：00～15：45

8/23 木 E.P.U　下関 2,000円 Studio Rasp　（殿井）090-1018-512213：30～15：30

8/25 土 ピアノ発表会 無料 （中村）083-253-480014：00～16：00

8/31 金 2018 芸文学生芸術団 韓日交流音楽会 無料 下関市役所 国際課（仲介）　（阿部）083-231-965319：30～20：40

8/5 日 保育就職フェア2018 無料 下関市保育連盟　083-235-387713：30～16：00

8/8 水 親子のための手づくり楽器の体験学習・音楽会
無料（事前申込要）

材料費（小学生1名につき）300円
※未就学児不可

MIN-ON中国　082-567-058514：00～16：00

8/15 水 Duo Naru BAIKO⇒TOKYO
２人のNaruのファーストコンサート

一般800円（当日200円増）
中高校生500円（当日500円増）

※小学生以下無料

（鳴谷）090-5375-6961
（渡邊）090-6846-843414：00～16：15

8/18 土 下関市保育連盟保育内容研修会 無料 下関市こども未来部幼児保育課
（曽根崎）083-231-172214：00～16：00

8/25 土 絵画コンクール 表彰式 無料 住友生命保険相互会社山口支社
（住田）083-232-796511：00～11：40

8/25 土 槇田塾　拡大セミナー
特別支援教育スペシャルセミナー

教員5,000円　一般4,000円
学生2,000円 （安冨）083-232-722613：00～16：30

8/14 火 ピュウ音楽教室20周年記念発表会 無料 ピュウ音楽教室　（夏川）090-2298-116413：00～16：30

8/18 土
明治維新150年記念　平成30年度図書館歴史講座

「なるほど‼海峡の幕末維新」
第2回〝攘夷〟って何!?海峡の対外危機

無料
※先着200名 申込不要 下関市立中央図書館　083-231-222610：00～11：30

8/16 木

8/17 金
馬関シネクラブ　8月例会 会員制 馬関シネクラブ　083-228-2255未定

8/5 日 Studio ZERO Baton Festival ZERO Bash!!  ～Vol.5～ 無料（チケット制） Studio ZERO　080-3053-013713：00～16：00

8/14 火 山口県立下関中等教育学校管弦楽部
第11回定期演奏会 500円 山口県立下関中等教育学校

（高橋）083-266-410017：30～19：20

8/19 日 第5回 Glänzen Ballet family Concert 無料 Glänzen Ballet　（土井）080-1647-784714：00～16：00

8/25 土 めぐみバレエアート　サマーコンサート2018 無料 めぐみバレエアート　（空閑）0836-35-366314：00～17：00

8/8 水 第12回下関市芸術文化祭
「下関地区高等学校演劇連盟発表会」 無料 山口県立下関中等教育学校

（戸嶋）083-266-4100
11：00～15：35

8/9 木 11：20～16：25

※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 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］

8/5（日） DVD上映会 『出口のない海』
（2006年、監督：佐々部清、121分）

上映…①10：00～／②14：00～　出演…市川海老蔵、上野樹里、伊勢谷友介、香川照之　ほか
定員…40名（先着順）　観覧…無料

みんなで童謡を歌おう8/11（土） ◆講師　塩田 万希世 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。

田中絹代ぶんか館ミニコンサートvol.18/19（日） ◆演奏者　NABE SUN　開演…14：00～　定員…40名（先着順）　入場無料
下関市や宇部市で活動する“NABE SUN”が、皆さんにおなじみの昭和歌謡をギターで弾き語りします。

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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