
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10月分）
■抽 選 日：平成30年10月1日（月）　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10月1日（火）～10月31日（木）
　　　　　　　：展示室…平成31年10月7日（月）～11月4日（月）
　ドリームシップ：海のホール、風のホール…平成31年10月1日（火）～10月31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1日より予約受付を開始いたします。（例…平成31年10月13日
（日）使用希望→平成30年10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

2019

2 10 日
１回目／開演11:30（開場11：00）
２回目／開演14:30（開場14：00）
下関市民会館 大ホール
3,120円

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、

●チケット発売日

●プレイガイド
財団友の会・会員先行 10月27日(土)／一般 11月10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：61913)、チケットぴあ(Ｐコード：640-617)

※詳細はお問い合わせください。
◆財団友の会・会員特別割引有！

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　◆下関市立中央図書館 TEL.083-231-2226

2018
10 20土・21 日

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）

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、映画上映、リサイクル市など
イベント盛りだくさん！！

ドリームシップに集まれ！
ワクワク・ウキウキ 楽しいこといっぱい
いろんな体験してみよう♪

DVD映画上映会（20日のみ）
やなせたかしシアター「ハルのふえ」と
「アンパンマンが生まれた日」（2作品で60分、2014年）
①13：00～／②15：00～ ※各回定員200名・先着順

スタンプラリー開催！

物作り体験教室

館内を探検しながらスタンプを押そう！
ステキな景品がもらえるよ♪
また、“物作り体験教室”（無料）も開催

・折り紙コースターと箸袋
・フェルトで花モチーフを作ろう！　※数に限りあり

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

1.チラシ裏面のぬり絵
持参で景品

2.スタンプラリー参加
で景品

3.スタンプラリーと物
作り体験

　教室参加で景品ラン
クアップ♪

入場無料
※お茶席・体験教室等
　一部有料

鑑賞無料

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

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、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

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

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

2018

11 18 日

抽選で直接占ってもらえる
チャンスがあります！

ドリームシップ 海のホール ［下関市生涯学習プラザ］

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

全席
指定

2,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

◆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）

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）

●プレイガイド

ゲッターズ飯田
開運トークライブ

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

2018

11 24 土 25 日

10：00～（予定） 下関市民会館 大ホール

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。

01370-1-83366 公益財団法人下関市文化振興財団

●振込先口座

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主催：(公財)下関市文化振興財団　協力：下関音楽教育研究会

申
込
方
法

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

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

※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。

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!みんなの

市民
会館

ドリーム
シップ

ドリーム
シップ

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）

※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

18：30～21：00ブリヂストン吹奏楽団久留米
「下関チャリティーコンサート2018」 全席指定 500円 ㈱ブリヂストン下関工場

083-245-1251木10/4

18：30～
明治維新150年記念・

下関市文化振興財団20周年記念
Kiroro コンサート 2018

全席指定 5,000円 公益財団法人下関市文化振興財団
083-231-6401金10/12

14：00～15：00綾小路きみまろ 笑撃ライブ！2018 Ｓ席5,500円／Ａ席5,000円 公益財団法人下関市文化振興財団
083-231-6401土10/6

10：00～16：00第12回下関市芸術文化祭
下関芸能文化フェスティバル 無料 下関芸能連合会

（石原）083-223-7854日10/14

13：00～14：45前川清ショー S指定席 6,000円 ソワード株式会社
0956-22-2036火10/16

9：30～16：30第12回下関市芸術文化祭
下関市小学校音楽祭 無料 下関市教育委員会

（中嶋）083-231-2310水10/24

18：30～20：30ラ・ハグア・コンサート A席5,800円／B席4,800円
学生席2,000円

（一財）民主音楽協会中国センター
082-567-0585木10/25

14：00～16：30第12回下関市芸術文化祭
洋舞フェスティバル 1,000円 下関洋舞連盟

（小平）083-266-1190日10/28

13：00～15：30第12回山口県総合芸術文化祭
第66回山口県川柳大会 無料 下関一杯水川柳会

083-232-6534日10/7

13：00～16：30ツノシマクジラ発見20周年
記念シンポジウム 無料 下関くじら食文化を守る会

083-267-0601月10/8

9：30～17：00第12回下関市芸術文化祭
能楽観世流　謡曲・仕舞・舞囃子会 無料 能楽宮本施謡会

（宮本）083-252-3183日10/14

13：30～15：30第12回下関市芸術文化祭
映像発表会 無料 下関映像クラブ

（田原）083-242-5730土10/20

13：00～15：30第12回下関市芸術文化祭
奇術の祭典 無料 下関奇術連合会

（玉川）083-252-0754日10/21

13：00～17：00金10/12

9：00～17：00第27回MOA美術館
下関児童作品展 無料 MOA美術館下関児童作品展

（中村）083-222-8334土10/13

9：00～16：00日10/14

9：30～17：00カラオケ発表会 無料 カラオケ華華
083-234-0987日10/28

火10/23



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）

※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。

第12回下関市芸術文化祭
下関邦楽大会 無料 下関邦楽協会

（藤村）083-256-241912：00～16：0010/6 土

第12回下関市芸術文化祭
下関合唱の祭典（合唱団連絡会） 無料 下関合唱団連絡会

（山崎）083-252-001013：30～16：3010/7 日

10/13 土

10/14 日

9：00～17：0010/20 土

9：00～16：0010/21 日

10/25 木

10/26 金

大正琴・文化箏 琴瞳流・琴鶴会演奏会 無料 大正琴・文化箏 琴瞳流・琴鶴会
（小西）083-286-693912：00～16：0010/27 土

下関マンドリンクラブ第34回定期演奏会 500円 ※中学生以下無料
※乳幼児入場不可

下関マンドリンクラブ
（植村）083-246-167214：00～16：3010/28 日

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
080-9797-441914：30～16：0010/7 日

中野義久ギターリサイタル 一般3,000円（当日500円増）
学生1,000円（一律）

中野義久ギターリサイタル後援会
（後援会事務局）090-8777-531114：30～16：3010/8 月

髙橋貴子先生をしのぶ歌の会
～海峡パリ祭メモリアル～ 無料 髙橋貴子先生をしのぶ歌の会実行委員会

（池田）090-1466-330213：30～16：3010/11 木

10/12 金

10/13 土

ピアノコンサート 無料 桝本ピアノ教室
（桝本）090-2802-821613：00～16：3010/14 日

下関市医師会音楽部　第11回定期演奏会 無料 下関市医師会音楽部
（水町）083-251-611618：00～20：3010/27 土

甦る古典の響き 第四回柳瀬和子箏曲地歌演奏会 一般2,500円
学生1,000円

絃照会
（柳瀬）083-231-405113：00～16：0010/28 日

関門海峡 温故知新塾 第3回目 無料 下関市教育委員会 教育部 生涯学習課
（水間）083-231-205414：00～16：0010/10 水

市民文化セミナー（第1分野）第3回目 無料 下関市教育委員会 教育部 生涯学習課
（水間）083-231-205414：00～16：0010/11 木

人形劇「よい子の味方怪獣ママゴン」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
（吉田）083-254-335318：30～19：3010/13 土

【全館】 第9回ドリームシップ祭り
「輝き・ときめき・夢へ前進」 無料 （公財）下関市文化振興財団

（DREAM SHIP）083-231-1234

第12回下関市芸術文化祭
下関市中学校音楽祭 無料 下関市教育委員会

（中島）083-231-231010：00～16：30

馬関シネクラブ 10月例会 会員制 馬関シネクラブ
083-228-2255未定

エレクトーンフェスティバル2018
アンサンブル演奏部門
下関十字堂楽器店大会

無料 下十会
（戸嶋）083-223-2311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）

10/10(水)
～12/27(木) 秋季所蔵品展「豊田行二」

昭和43年「示談書」で文壇にデビューした豊田行二。政治小説、推理小説、官能小説など各分野で多彩
な筆をふるいました。今回は450冊にも及ぶ著作の中から、主に政治を舞台にした小説を紹介します。 

１階／ふるさと文学館  ［観覧無料］

10/7(日) DVD上映会 『超高速！参勤交代』
(2014年、監督：本木克英、119分)

上映…①10：00～　②14：00～　出演…佐々木蔵之介、深田恭子、伊原剛志、寺脇康文　ほか
定員…40名（先着順）　観覧…無料 

みんなで童謡を歌おう10/13(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.310/8(月) ◆出演者　ラ・グリシーヌ　開演…14：00～　定員…40名（先着順）　入場無料
ソプラノデュオコンサートをピアノ演奏とともにお楽しみください。 

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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