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11 18 日

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9月分）

臨時休館のお知らせ

■抽 選 日：平成30年9月1日（土）　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9月2日（月）～9月30日（月）
　　　　　　　：展示室…平成31年9月2日（月）～10月6日（日）
　ドリームシップ：海のホール、風のホール…平成31年9月2日（月）～9月30日（月）
　　　　　　　　※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9月8日（日）使用希望→平
成30年9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

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。

2018

11 24 土 25 日

10：00～（予定） 下関市民会館 大ホール

音楽の好きな方!
大ホールの舞台で自分試ししませんか!?

参加者
大募集!

募集内容 １ステージ10分以内、お１人様～グループ可
演奏はピアノ、楽器、声楽、和楽器など、電子楽器以外なら何でもＯＫ！

参加料 １名500円（伴奏者、補助演奏者は無料）
※グループでの参加の場合は上限2,000円。

支払方法 １．申込み時に窓口にて現金払い。
２．郵便局の払込取扱票(青)もしくはATMにて事前支払い。
※手数料はお客様のご負担となります。
振込先口座
01370-1-83366 公益財団法人下関市文化振興財団

お問合せ （公財）下関市文化振興財団 
〒750-0025 下関市竹崎町4-5-1(下関市民会館)

締切 10月26日(金) ※定員になり次第終了

みんなの

必要事項をご記入のうえ、市民会館かドリームシップの窓口へ
ご持参いただくか、FAX、Eメールにてお申込みください。
FAX：083-235-0800　Eメール：jigyou@scpf.jp

※どちらかの希望日をお選びください。※グループの場合は、グループ名、
人数及び代表者の上記必要事項をご記入ください。

申込方法

①氏名（未成年者は保護者氏名）・ふりがな ②年齢 ③性別 
④住所 ⑤携帯電話番号（連絡のつきやすい番号） 
⑥参加人数 ⑦伴奏者及び補助演奏者の有無 
⑧演奏する楽器 ⑨曲目 ⑩作曲者名 ⑪演奏所要時間

必要
事項

主催：(公財)下関市文化振興財団　協力：下関音楽教育研究会

ドリームシップ 海のホール ［下関市生涯学習プラザ］

ドリームシップ、下関市民会館、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：35327）

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、有限会社 オフセンター

●プレイガイド●チケット発売日
財団友の会・会員先行／9月8日（土）
一般／9月15日（土）

2,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

全席指定 ◆財団友の会・会員は1,800円

1回目／開演11：00（開場10：30）
2回目／開演14：00（開場13：30）

Gゲッターズ飯田
開運トークライブ

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も可能 ●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

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

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

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

いろいろな色のクラフトバンドを使って、自分だけのオリジナルカゴバックを作り
ませんか？
今回は、主に初めての方を対象とし、おでかけのときに最適なものを作ります。
どなたでも手軽に楽しく作れます！

講師 高畑 由紀子　先生（一般社団法人クラフトバンドエコロジー協会認定講師）

持参物 動きやすい服装、滑り止め付靴下又は滑りにくい軽い靴

10：00～12：30／ドリームシップ　3階・工作工芸室
11月11日 日

定　員 20名
受講料 500円
持参物 はさみ、木工用ボンド、洗濯バサミ10個

対　象 どなたでも参加可能　※小学生は保護者同伴

申込締切 10月26日(金) 必着

材料費 1,000円

初めてのクラフトカゴバックづくり
親子でピアノやリズムに乗せて身体表現をします。3歳頃までの子どもたちは
何にでも興味を待ち、多くのことを吸収します。そんな時だからこそ音楽に触れ、
体を動かして楽しく遊びましょう！

講師 田辺 容子　先生（全日本リトミック音楽教育研究会 山口支部長）

定　員 20組（40名）
受講料 各回500円

対　象 市内在住の2～3歳の未就学児と
保護者　※全3回参加可能な方

申込締切 10月19日（金） 必着

10：15～11：00／ドリームシップ　1階・大練習室

幼児向けリトミック

11月5日・19日・12月3日 月 ※全3回

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

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］
●プレイガイド
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） 主催：公益財団法人 下関市文化振興財団

ヴァイオリン：千住 真理子
ピアノ：丸山 滋

出 演

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。

Program

＠Kiyotaka Saito(SCOPE)

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。

全席
自由

発売中

10：00～11：31
「野菊の墓」
11：40～13：02
「伊豆の踊子」
13：50～15：34
「時をかける少女」
15：40～17：14
「ぼくらの七日間戦争」

9：30～10：52
「伊豆の踊子」
11：00～12：31
「野菊の墓」
13：20～14：54
「ぼくらの七日間戦争」
15：00～16：44
「時をかける少女」

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。

上映スケジュール
9/24（月・祝）
［開場9：45］

9/25（火）
［開場9：15］ 

2018
10 20土・21日

第9回ドリームシップ祭り ～輝き・ときめき・夢へ前進～
9：00～17：00 ※21日は16：00まで
ドリームシップ全館
（下関市生涯学習プラザ・下関市立中央図書館）

入場
無料

舞台発表や作品展示等の活動発表のほか、体験教室やお茶
席、パンやふく鍋等の販売、リサイクル市等々、イベント盛り
だくさん！！スタンプラリーに参加して景品をゲットしよう♪

　ドリームシップ（下関市生涯学習プラザ・下関市立中央図書館）
を日々ご利用頂いている様々な団体の方の、日頃の練習・研鑽の
成果発表や活動内容のご紹介を目的として開催します。1・2・3階
の下関市生涯学習プラザと、4・5階の下関市立中央図書館のドリー
ムシップ全館での文化祭＝ドリームシップ祭りです!!

ドリームシップ祭りとは

〒750-0016 下関市細江町3-1-1
◆下関市生涯学習プラザ TEL.083-231-1234
◆下関市立中央図書館 TEL.083-231-2226

主催：ドリームシップ祭り実行委員会、公益財団法人 下関市文化振興財団、下関市教育委員会

お問い
合わせ

市民
会館

市民
会館

ドリーム
シップ

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）

※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。

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

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

9/15
9/16
9/17
9/21

土
日
月
金

10：00～17：14
9：30～16：44

14：00～14：30
①10：00～10：30
②14：00～14：30

9：30～17：00

9：30～15：30
14：30～18：00

10：00～18：00

第17回市民会館名画劇場 1日券
500円

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

ヤマノコレクション 無料
株式会社ヤマノホールディングス

和装宝飾事業本部
03-5365-2418

第31回こころ展 無料 西芸文化こころの会
（杉山）083-257-1297

ヤマノコレクション 無料
株式会社ヤマノホールディングス

和装宝飾事業本部
03-5365-2418

9/21
9/22
～25

14：00～16：00Fantastic Piano Concert 2018 無料 （原田）080-3872-70869/1 土

13：00～16：00
山口ヤクルト健康フォーラム
おいでませ!ヤクルト腸活倶楽部

～おいしく食べて笑ってチョーいきいき～
無料

要事前申込
山口ヤクルト販売株式会社

0120-40-89609/8 土

土
～火

9/22
～25

土
～火

14：00～16：00第24回下関平和コンサート 1,000円（当日1,500円）
※小学生以下無料

ピース21・下関実行委員会
（大賀総合法律事務所）083-249-60109/2 日

月

10：00～17：00カラオケ発表会 無料 カラオケ喫茶　一期一会
083-233-10009/30 日

9：00～16：30生涯いきいき歌謡フェスタ 無料 下関生涯学習支援センター
（鈴尾）083-222-15159/17 月

15：00～17：00第73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）083-258-14209/18 火

火

金

①10：30～12：15
②14：00～15：45「Hugっと！プリキュア」ドリームステージ♪ S席2,700円／A席2,200円

B席1,700円（当日各200円増）
劇団飛行船
06-6364-3769月9/17

14：00～16：00
秋の全国交通安全運動式典
下関安心・安全ふくふく大作戦 無料 下関警察署交通総務課

（野村）083-231-0110土9/22

9/24
9/25

2018

10 4 木

下関チャリティーコンサート2018
ブリヂストン吹奏楽団久留米

～市民に贈る 吹奏楽の夕べ～

下関市民会館 大ホール

◆13：00～16：00 公開リハーサル（無料）実施予定！
　ご希望の方は是非ご覧ください。

主催：㈱ブリヂストン下関工場　共催：（公財）下関市文化振興財団
後援：下関市、下関市教育委員会、下関市文化連合会

開演18：30（開場17：30） ●PM5：00発　（株）ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ下関工場正門前　2台
●PM5：15発　（株）ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ下関工場正門前　1台
●PM5：00発　長府観光会館　1台
●（演奏会終了後）PM9：00発
　下関市民会館　⇒　㈱ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ下関工場行き 4台

無料送迎バスのご案内

全席
指定 500円（大人・子ども共通）

市民
会館

●チケット発売日
9月8日（土）9：00～下関市民会館にて



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

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

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）

第34回日本診療放射線技師学術大会
第6回アジア放射線治療シンポジウム

日本診療放射線技師会
会員 14,000円
非会員 18,000円
学部学生 2,000円

株式会社日本旅行
中四国コンベンショングループ

086-259-5578

下関市民劇場 9月例会 青年座公演
「横濱短篇ホテル」 会員制 下関市民劇場

083-232-4065

非・売れ線系ビーナス
第24回公演「関門オペラ」

一般1,800円(当日500円増)
ペア割3,000円(前売りのみ)
学生1,500円(一律)
※未就学児入場不可

特定非営利活動法人
アートマネージメントセンター福岡

092-752-8880

TSUKEMEN LIVE 2018 "X"
全席指定 5,000円
財団友の会 4,700円
※3歳未満入場不可

(公財)下関市文化振興財団
083-231-640115：00～9/2 日

早鞆高等学校吹奏楽部 第21回定期演奏会 400円(当日100円増)
※小学生以下無料

早鞆高等学校
（松井）083-231-008014：00～16：009/16 日

梅光学院中学校・高等学校　合唱祭 無料 梅光学院中学校・高等学校
083-227-120010：00～12：009/15 土

木暮実千代生誕百年記念公演 創作劇「オトン」 1,000円 木暮実千代の会
（石原）080-6311-138314：00～16：309/30 日

9/15 土 喜多川泰氏 講演会 in下関
一般3,000円(当日1,000円増)
※学生無料(100名限定)

※定員300名

下関喜多川泰の会
（小林）090-8810-223614：00～16：00

9/2 ピアノ発表会 無料 （井町）083-254-360715：30～17：00日

馬関シネクラブ　9月例会 会員制 馬関シネクラブ
083-228-2255未定

下関チェンバーアンサンブル
名曲♪室内楽コンサートvol.5

一般2,500円/高校生以下1,000円
(当日各500円増)
※未就学児入場不可

下関チェンバーアンサンブル
（近藤）090-5373-162514：00～15：30日9/9

18：30～20：10金9/14

土9/8

14：00～15：40土9/15

中野ギタースタジオ 発表会 無料 中野ギタースタジオ
090-9608-273712：00～15：00月9/17

勝山中学校管弦楽部 定期演奏会 無料 下関市立勝山中学校
（要田）083-256-282714：00～15：30月9/24

コーラス発表会 無料 （中村）083-253-480013：00～15：00土9/29

小さな音楽会 無料 （合原）090-1686-956914：00～16：00日9/30

9：00～19：009/21 金

9：00～18：009/22 土

9：00～15：009/23 日

18：30～21：009/25 火

18：30～21：009/26 水

13：00～15：309/27 木

9/7 金

※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］

9/2(日) DVD上映会 『女医　絹代先生』
(1937年、監督：野村浩将、91分)

上映…①10：00～　②14：00～　出演…田中絹代、佐分利信、坂本武、東山光子　ほか
定員…40名（先着順）　観覧…無料 

古川薫追悼DVD上映会 『獄に咲く花～吉田松陰の恋～』
(2010年、監督：石原興、94分)

9/23(日) 上映…①10：00～　②14：00～　出演…前田倫良、近衛はな、目黒祐樹、赤座美代子　ほか
定員…40名（先着順）　観覧…無料 

田中絹代ぶんか館ミニコンサートvol.29/24(月) ◆演奏者　bumpy blume（バンピー・ブルーム）　開演…14：00～　定員…40名（先着順）　入場無料　北九州市で
活躍する“bumpy blume”が皆さんになじみのあるJ-popをアコースティックギターとブルースハープで演奏します。 

１階／ミニホール

9/4(火)
～11/4(日) 秋季所蔵品展「絹代、秋の受章」

昭和45年11月、田中絹代に紫綬褒章が授与されました。そのことから映画人たちが開いた受章を
祝う会の様子や絹代が身につけた紋付留袖、真珠の指輪などを紹介します。

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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