
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11月分）
■抽 選 日：平成30年11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11月1日（金）～12月1日（日）
　　　　　　　：展示室…平成31年11月5日（火）～12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11月1日（金）～12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11月10日（日）
使用希望→平成30年11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

1 26 土

MONGOL800 20th ANNIVERSARY TOUR

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：61769）、e+（イープラス）、チケットぴあ（Ｐコード：132-243）

開演17：30（開場17：00）
下関市民会館 大ホール

※当日500円増
※6歳以上有料。未就学児は保護者
1名につき1名膝上観覧可。　　
ただしお席が必要な場合は有料。

※ご購入はお一人様4枚までとさ
せていただきます。

全席指定 6,000円

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団 ／ 企画：TISSUE FREAK RECORDS ／ 制作：HIGH WAVE、PM AGENCY
お問合せ：CANDY PROMOTION TEL.082-249-8334 ／ （公財）下関市文化振興財団 TEL.083-231-6401

●チケット発売日

●プレイガイド

財団友の会・会員先行…11月3日（土・祝）　一般…11月17日（土）

ローソン特電：0570-084-663　チケットぴあ特電：0570-02-9935※チケット発売日のみ

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：62349）

落語界の次代を担う若手落語家と、落研で研鑽を積む地元の若者が出演！
落語が初めての方も気軽に足を運んでください！

2019

1 13 日
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］

笑福亭べ瓶／柳家さん光／桃月庵こはく
笑福亭茶光／下関市立大学 落語研究会
山口大学 落語研究会

◆財団友の会・会員は800円
※未就学児の入場はご遠慮ください。主催：公益財団法人 下関市文化振興財団 ／ 協力：下関市立大学 落語研究会、山口大学 落語研究会

出
演

全席自由 1,000円

●チケット発売日 ●プレイガイド

11月10日（土）
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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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2018

11 17土 18 日

シーモール下関２Ｆシアター

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

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

今ではおせち料理を家庭で作る機会も少なくなってきました。地方や家庭によって
も様々な種類がありますが、その中でも今回は基本的なおせち料理をみなさん
で作ります！
初めて作る方も、みんなで楽しみながらおせち作りに挑戦してみましょう！
<メニュー（予定）> 祝い煮しめ、田作り、リンゴきんとん、魚の照り焼き、だし巻き卵、雑煮

持参物 なし

10：00～13：00
ドリームシップ　3階・料理教室12月15日 土

定　員 24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 12月7日（金） 必着

材料費 800円
対　象 小学生以上　※小学生は保護者同伴
材料費 1,300円

おせち作りに挑戦！
～みんなでおせちを楽しもう！～

お正月を迎える準備のひとつに「しめ飾り」があります。しめ飾りというのは、しめ縄
に縁起物などの飾りをつけたものをいいます。用途や地域によって、じつに様々
な種類や飾る場所があり、大変奥が深いものです。今回は、そのしきたりにこだ
わらず、洋風でオシャレなしめ飾りを作ります。
お正月飾りもオシャレにスタンバイしましょう～

定　員 30名
受講料 500円

申込締切 12月7日（金） 必着

オシャレなしめ飾りを作ろう

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
※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！

※３歳以上有料。２歳以下は保護
者１名につき１名までひざ上鑑
賞可。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：61913)、チケットぴあ(Ｐコード：640-617)

●チケット発売日
財団友の会・発売中／一般 11月10日(土)

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、

主催：海峡映画祭実行委員会

  2018
海峡映画祭
「とことんSASABEわぁーるど」

※ゲストは変更になる場合がございます。

佐々部清監督、升毅、福士誠治、金井勇太、
安倍萌生、時川英之監督、野々村彩乃 ほか

上映作品

ゲスト

「八重子のハミング」「ゾウを撫でる」「日輪の遺産」
「チルソクの夏」 ほか
※上映作品は変更になる場合がございます。

シーモール
クリスマスツリー点灯式
17日土14：00～

ゲストとの
交流パーティー
18日日19：30～

その他イベント

シーモール２Ｆセントラルコート 入場料：4,000円　
シーモールパレス

10：00～11：00
ドリームシップ　3階・工作工芸室12月16日 日

明治維新150年 美しい日本語の響きと邦楽が奏でる幻想の世界

主催：語りて候実行委員会　共催：下関市
後援：下関市教育委員会、しものせき観光キャンペーン実行委員会、（公財）下関市文化振興財団、シーモール下関、COME ON! FM、山口放送㈱、テレビ山口㈱、山口朝日放送㈱
お問合せ：下関市観光政策課　TEL.083-231-1350

シーモール下関専門店街１Fインフォメーションカウンター［083-232-1118］、下関市民会館［083-231-6401］
●チケット取扱い

３本券／2,000円前売券 当日券 １本／1,000円（未就学児無料）

2018

11 24 土

開演15：00（開場14：30）
下関市民会館 中ホール

出演

池田 昭代（語り・脚本）
三宅 あみ（語り 下関市出身）
西川 啓光（邦楽打楽器）
花柳 輔蔵（日本舞踊）

観覧
無料

ゲスト：野々村彩乃

ドリーム
シップ

シーモール
下関

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
〒750-0025　下関市竹崎町4丁目5-1　TEL.083-231-6401　FAX.083-235-0800
　　　http://www.scpf.jp　　　　　　info@scpf.jp
 ■開　館／9：00～19：00　■休館日／年末年始（12月29日～翌年1月3日）
  HP   E-mail

※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

11/10 土 第12回下関市芸術文化祭 
合唱の祭典 13：30～16：30 無料 下関女声合唱連盟

（岡村）090-7127-9965

11/11 日 県民公開講座
「食事と運動の健康習慣」 13：00～15：00 無料 一般社団法人山口県医師会 

083-922-2510

11/13 火 森昌子　祝還暦コンサート ①14：00～16：00 
②18：00～20：00

PS席6,800円（当日8,000円） 
SS席5,800円（当日6,800円） 

※税別

株式会社夢グループ
03-5395-7503

11/14 水 金剛山歌劇団　下関公演 18：30～20：30 3,000円 金剛山歌劇団下関公演実行委員会 
083-232-4039

11/18 日 第12回下関市芸術文化祭 
下関少年少女合唱隊演奏会 14：00～16：00 1,000円 下関少年少女合唱隊

（坪井）090-7379-1381

11/24 土 みんなのオン・ステージ2018 
響け大ホール!輝け自分!! 10：00～ 無料 公益財団法人下関市文化振興財団 

083-231-6401
11/25 日

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

11/11 日 リンデの会 13：00～16：00 無料 澄川孝子 
083-233-1413

11/18 日 第12回下関市芸術文化祭 
四季の古典舞踊の集い 11：00～16：00 無料 下関舞踊協会 

（花柳三吉）083-245-8699

11/20 火 平和勝次ショー ①13：30～15：30 
②18：00～20：00 無料 平和音楽事務所 

072-769-1919

11/24 土
明治維新150年　美しい日本語の

響きと邦楽が奏でる幻想の世界
語りて候

15：00～ 3,500円
語りて候実行委員会 

（下関市観光政策課内） 
083-231-1350

11/25 日 下関市男女共同参画意識啓発事業 
菊田あや子講演会 14：30～16：00 無料 下関市市民部人権・男女共同参画課 

083-231-7513

月日 曜 展示室・イベント名 開演～終演 入場料 主催／お問い合わせ先

11/9 金 第3回　福祉機器展 10：00～16：30 無料 （株）ホームケアサービス山口 
083-248-7788

11/23 金
京都きもの市場 

冬の展示会

13：00～19：00

無料 ㈱京都きもの市場 
0120-188-00811/24 土 10：00～19：00

11/25 日 10：00～17：00



ドリームシップ（下関市生涯学習プラザ）
〒750-0016　下関市細江町3丁目1-1　TEL.083-231-1234　FAX.083-242-6234
　　　 http：//s-dreamship.jp　　　　　　info@s-dreamship.jp
 ■開　館／9：00～22：00　 ■休館日／年末年始（12月29日～翌年1月3日）
  HP   E-mail

〒750-0008　山口県下関市田中町5番7号　TEL.083-250-7666　FAX.083-231-0469
　　　http：//www.kinuyo-bunka.jp　　　　　　info@kinuyo-bunka.jp
 ■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。

  HP   E-mail

※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。

下関市立近代先人顕彰館（愛称：田中絹代ぶんか館）

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

11/2 金 乳児院なかべ学院建築支援
THE LEGENDチャリティーコンサート 18：30～20：30

S席6,000円 
A席5,000円 

※未就学児入場不可

LEGEND下関コンサート実行委員会 
（田辺）083-231-7912

11/9 金 第12回下関市芸術文化祭 
明治維新150年記念舞台「異聞岩倉使節団の長州人」 18：30～20：30 2,000円 

（当日500円増） 劇団海峡座事務所 083-232-3674

11/10 土
下関市民劇場　11月例会 

劇団NLT公演「毒薬と老嬢」

18：30～21：00
会員制 下関市民劇場 

083-232-406511/11 日 13：00～15：30
11/12 月 13：00～15：30

11/18 日 ゲッターズ飯田開運トークライブ ①11：00～ 
②14：00～

全席指定2,000円 
財団友の会1,800円 

※未就学児入場不可

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

11/20 火 早稲田大学 校友コンサート 
ボニージャックスと山口蘭子コンサート 18：30～20：30 2,000円 早稲田大学 下関稲門会

（藤井）083-257-0555

11/23 金
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・リサイタル

14：00～

一般2,000円／高校生以下500円 
財団友の会1,800円（一般のみ） 

（当日一般のみ200円増） 
※未就学児入場不可

（公財）下関市文化振興財団 
083-231-6401

11/25 日 第24回全国中途失聴者・難聴者福祉大会inやまぐち 9：45～15：10 4,500円 
※要事前申込（一部無料公開講演あり）

（古木）080-1917-6515 
（杉村）0833-92-0057（FAXのみ）

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

11/1 木 馬関シネクラブ　特別例会 
映画「人生フルーツ」上映会 未定 会員制 馬関シネクラブ 083-228-2255

11/6 火 童謡唱歌を唄おう 100周年記念 10：00～11：30 無料 日本童謡の会下関支部 （浜）083-222-3774

11/9 金 下関シャンソン教室追悼コンサート 14：00～16：30 無料 下関シャンソン教室 （石田）090-1357-6131

11/17 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3回 暴かれた長州藩 各地に伝えられた長州の情報

10：00～11：30 無料 
※先着200名 申込不要

下関市立中央図書館 
083-231-2226

11/18 日 第46回 長府ギタースクール発表会 12：00～16：00 無料 長府ギタースクール （塩田）090-6838-2954

11/21 水 Musical スペシャルコンサート 
～DREAM SENZOKU PROJECT～ 19：00～20：30 1,000円 劇団Zing♪Zing　080-1642-4419

11/23 金 はかた小町 カラオケ発表会 10：00～16：00 無料 はかた小町 （澄川）090-8763-0097

11/24 土
夢と希望のチャリティー音楽コンサート

18：00～ 4,000円 
（当日500円増）

カンボジア・ペルーの子供達へ学用品支援の会 
（剣持）080-4077-018011/25 日 13：00～

11/30 
～12/1

金 
～土

馬関シネクラブ　11月例会 
「マルクス・エンゲルス」 未定 会員制 馬関シネクラブ 083-228-2255

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

11/9 金 講演会「健康長寿をフレイル対策で」 13：30～15：00 無料 中東地区まちづくり協議会 
（延谷）083-231-2194

11/17 土 世界糖尿病デー 
ブルーライトアップイベント2018in下関 13：30～16：45 無料 イベント事務局 083-228-1024

11/22 木 Musical ワークショップ 
～DREAM SENZOKU PROJECT～ 17：45～20：00 無料（要予約） 

※定員100名 劇団Zing♪Zing　080-1642-4419

  １階／ふるさと文学館  ［観覧無料］
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／ミニホール

11/4（日） DVD上映会 『愛染かつら＜総集編＞』 
（1938年、監督：野村浩将、89分）

上映…①10：00～　②14：00～　出演…田中絹代、上原謙、佐分利信、高杉早苗　ほか	
定員…40名（先着順）　観覧…無料

11/11（日） 田中絹代生誕記念　田中絹代監督デビュー作品 
『恋文』DVD上映会（1953年、監督：田中絹代、98分）

上映…①10：00～　②14：00～　出演…森雅之、久我美子、香川京子、宇野重吉　ほか	
定員…40名（先着順）　観覧…無料

  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）

11/6（火）
～3/3（日）

脚本家・水木洋子没後15年企画展
「絹代と映画『おかあさん』」

戦後の日本映画黄金時代を担った脚本家のひとり水木洋子が没後15年を迎えたことから、田中絹代
が出演した水木脚本の映画『安宅家の人々』『おかあさん』『おとうと』を紹介します。
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