
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12月分）
■抽 選 日：平成30年12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12月2日（月）～12月28日（土）
　　　　　　　：展示室…平成31年12月2日（月）～平成32年1月5日（日）※但し、12月29日（日）～1月3日（金）は休館日
　ドリームシップ：海のホール、風のホール…平成31年12月2日（月）～12月28日（土）
　　　　　　　　※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12月8日（日）
使用希望→平成30年12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

3 3 日
開演14：00（開場13：30）　下関市民会館 大ホール ●チケット発売日

12月1日（土） 10：00～

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：62378）
チケットぴあ（Ｐコード：132-935）

●プレイガイド

主催：一般財団法人 橋元才平翁記念文化財団、公益財団法人 下関市文化振興財団

仲道郁代・仲道祐子
共演/熊野小合唱クラブ
豊浦小合唱クラブ

仲道郁代と仲道祐子　姉妹による魅惑の２台ピアノ
デュオリサイタル

全
席
自
由 ※当日は一般のみ各200円増 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

一般…2,500円／高校生以下…1,000円
◆財団友の会・会員は一般のみ2,300円

仲道郁代／仲道祐子
下関市立熊野小学校合唱クラブ
下関市立豊浦小学校合唱クラブ

永島和子（歌唱指導）

出演
ドビュッシー／月の光

モーツァルト／ピアノ・ソナタ第16番
ホルスト／惑星より、第４曲「木星」 ほか

Program

※曲目は変更になる場合がございます。

©Kiyotaka Saito ©Akira Muto

Sonar Pocket 10th Anniversary Tour f lower

2019

3 24日
開演17：30（開場16：30）
下関市民会館 大ホール

●チケット発売日
財団友の会・会員先行…12月8日（土）
一般…12月15日（土）

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：69226）
ｅ＋（イープラス）、チケットぴあ（Ｐコード：128-274）

●プレイガイド

主催：YUMEBANCHI、公益財団法人 下関市文化振興財団
企画：テレビ朝日ミュージック／制作：ハンズオン・エンタテインメント
お問合せ：夢番地（広島）TEL.082-249-3571
 下関市民会館 TEL.083-231-6401

全席指定 ※３歳未満入場不可、３歳以上チケット必要
（年齢や座席の要不要を問わず、１名につき
１枚のチケットが必要となります）
※お１人様４枚まで6,500円

市民
会館

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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1時間をたっぷりと使って、海のホールのステージでスタインウェイを弾いてみましょう！

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

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)
主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、

10：00～11：00
ドリームシップ　3階・工作工芸室12月16日 日

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）

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

●プレイガイド

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

2019

1 26 土
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

発売中

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！

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

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

出
演

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）

●プレイガイド
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発売中

しものせき落語まつり第一回 
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］

全席自由

1,000円
※未就学児の入場は
　ご遠慮ください。

◆財団友の会・会員は800円

主催：関西テレビ放送、アークスインターナショナル、（公財）下関市文化振興財団
後援：テレビ西日本／企画・制作：アークスインターナショナル、関西テレビ放送
お問合せ：アークスインターナショナル 0798－34－5377（平日13時～18時）

出演…横山だいすけ 他
脚本・演出・振付…岸本功喜
音楽…小島良太

2019

5 1水・祝

1回目／開演12：30（開場11：45）
2回目／開演15：30（開場14：45）
下関市民会館 大ホール

3,000円

だいすけお兄さんの

世界迷作劇場
2018-19 下関公演

だいすけお兄さんの

世界迷作劇場
2018-19 下関公演

下関市民会館、ローソンチケット（Ｌコード：62192）
ｅ＋（イープラス）、チケットぴあ（Ｐコード：640-739）

●プレイガイド

※1歳以上のお子様より有料。
1歳未満でもお席が必要な場合は有料。

全席
指定

発売中

発売中

Let’s Play スタインウェイ♪
～海のホールでピアノを弾いてみませんか？～

2019

2 17日 10：00～
20：00

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／お問合せ・応募先：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番1号
 TEL：083-231-1234／FAX：083-242-6234／E-MAIL：jigyou@s-dreamship.jp

使用楽器 スタインウェイ社製フルコンサートモデル 型番Ｄ-274

応募締切 2019年1月25日（金） 当日必着
応募方法

専用の応募用紙に、ご希望の時間帯など必要事項をご記入の上、
ドリームシップ事務所1階窓口に持参、またはFAX・郵送でお申込下さい。
※専用応募用紙は、ドリームシップなどに備え付けているほか、
　ホームページ[http：//s-dreamship.jp]からもダウンロードすることができます。

参 加 費 1区分（1時間）2,000円 定　　員 10組
利用区分 10区分 ※10：00～1時間毎　20：00まで

ドリーム
シップ

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
〒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

12/9 日
第12回下関市芸術文化祭

劇団Zing♪Zingミュージカル公演
チャイナタウン物語

①10：30～12：30 
②15：00～17：00

無料
※要入場整理券

劇団Zing♪Zing 
（福田）080-1642-4419

12/22 土 綾小路きみまろ 笑撃ライブ！2018 14：00～15：00 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

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

12/2 日
山口県総合芸術文化祭

分野別フェスティバル 
演劇フェスティバルinしものせき

14：00～16：00 1,000円 
（当日1,300円）

劇団海峡座連絡所 
083-232-3674

12/18 火 第74回懐かしの歌声喫茶 15：00～17：00 800円 下関市文化振興財団ボランティアの会 
（中尾）083-258-1420

12/21 金 Trio concert ～世界への旅～ 19：00～21：00 一般1,000円
学生800円

福田　愛 
090-8999-4345

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

12/4 火

第12回下関市芸術文化祭
くらしの芸術展

～四季のあそび心～

10：00～17：00

無料 生活文化部会（下関市民会館）
083-231-6401

12/5

～

12/9

水

～

日
9：00～17：00

12/10 月 9：00～16：00

12/14 金

第33回西日本学生書道展

13：00～17：00

無料 西日本学生書道会 
（中村）083-258-282312/15 土 9：00～17：00

12/16 日 9：00～15：00



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

12/2 日 第12回下関市芸術文化祭　下関市吟剣詩舞道大会 10：00～16：30 無料 下関市吟剣詩舞道連盟 （惣田）083-776-0365

12/9 日 第14回下関フィルハーモニック・
ウインド・オーケストラ定期演奏会 14：00～ 500円 

※小学生以下無料
下関フィルハーモニック・ウインド・オーケストラ事務局 

（木下歯科医院内）083-229-5670

12/15 土 みんなのオン・ステージ2018 
響け大ホール! 輝け自分!! 10：00～ 1名 500円 

※グループの場合上限2,000円
（公財）下関市文化振興財団 

（DREAM SHIP）083-231-1234

12/22 土 下関ウインドアンサンブル 
第45回クリスマスコンサート 17：00～19：30

一般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）

083-232-8114

12/23 日 山口県立下関南高等学校・下関中等教育学校管弦楽部
第17回クリスマスチャリティーコンサート 14：00～16：00 無料 山口県立下関南高等学校 

083-222-4039

12/24 月 徳留勝敏ピアノリサイタル 14：00～16：00 一般1,000円／高校生以下500円 （徳留）0836-76-1890

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

12/1 土 馬関シネクラブ 11月例会 
「マルクス・エンゲルス」

①10：30～②13：30～ 
③16：00～④19：00～

一般1,300円（当日300円増） 
高校生以下・障碍者800円（当日のみ）

馬関シネクラブ 
083-228-2255

12/2 日 ピアノ発表会 10：00～12：00 無料 （久保）083-242-9769

12/2 日 しきあふさ21　室内楽コンサート 14：00～16：30 一般1,000円／学生500円 アンサンブルしきあふさ （森下）090-9798-1589

12/8 土 彦島中学校吹奏楽部発表会 13：30～15：30 無料 下関市立彦島中学校 （和田）083-266-5266

12/15 土 ピアノ発表会 14：00～16：00 無料 たかのピアノ教室 （高野）090-2866-3357

12/18 火 五十嵐美紀子 クリスマスコンサート 昼の部 13：30～ 
夜の部 18：30～

一般2,500円／高校生以下1,000円 
（当日各500円増）

五十嵐美紀子コンサートを楽しむ会 
090-2866-5936

12/19 水
馬関シネクラブ 12月例会 未定 会員制 馬関シネクラブ 

083-228-225512/20 木

12/22 土 小松亮太（バンドネオン） with KaZZma
クリスマスコンサート 15：00～17：00 6,000円 メロディー音楽企画 

（香河）083-231-7898

12/22 土 ピアノ発表会 18：45～21：00 無料 チップンデール （堀井）090-7125-8791

12/24 月 田中美幸ヴァイオリン・ピアノ発表会 13：00～16：30 無料 田中美幸ヴァイオリンピアノ教室 
（田中）090-9411-7112

12/26 水 ソプラノ＆ギター名曲コンサートVol.11 14：00～16：00 一般2,000円（当日500円増） 
大学生以下1,000円

Duoスミカワ 
（中野）090-9608-2737

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

12/1 土 第3回夕やけこやけコンサート 13：30～15：00 一般800円／学生300円 
幼児200円

夕焼け小焼けプロジェクト 
（石飛）083-232-8823

12/7 金 コール梅光 クリスマス礼拝&チャリティーコンサート 13：30~16：30 一般1,000円／大学生以下500円 コール梅光 （梶間）080-2894-7475

12/8 土 パチパチクラブ 珠算コンクール 9：30～12：00 無料 パチパチクラブ （出口）083-255-6850

12/15 土 影絵劇「魔法つかいのおとぎばなし」公演 18：30～19：30 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）083-254-3353

12/16 日 「いきたひ」上映&長谷川ひろ子監督講演 昼の部13：30～15：40 
夜の部17：30～19：40

2,500円（当日500円増） 
※学生・障害者手帳提示で当日増なし 

高校生以下 1,000円

「いきたひ」上映下関実行委員会 
（北村）090-5694-9899

  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

12/2（日） DVD上映会 『おとうと』（2010年、監督：山田洋次、126分） 上映…①10：00～　②14：00～　出演…吉永小百合、笑福亭鶴瓶、蒼井優、加瀬亮　ほか	
定員…40名（先着順）　観覧…無料

12/8（土） みんなで童謡を歌おう ◆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。

12/9（日） 田中絹代ぶんか館ミニコンサートvol.4 ◆演奏者　ヴォカリーズ　開演…14：00～　定員…40名（先着順）　入場無料
日本の懐かしい唱歌を現代のハーモニーにアレンジした曲をア・カペラでお楽しみください。

12/16（日） 企画展関連イベント 『おとうと』デジタル（DVD）上映会
（1960年、監督：市川崑、97分）

上映…①10：00～　②14：00～　出演…岸惠子、川口浩、森雅之、田中絹代　ほか	
定員…40名（先着順）　観覧…無料

12/21（金） クリスマスミニコンサート ◆演奏者　梅光学院高等学校音楽科　開演…17：30～　定員…40名（先着順）　入場無料
梅光学院高等学校音楽科生徒による歌と演奏をお楽しみください。

12/22(土) 田中絹代ぶんか館ミニコンサートvol.5 ◆演奏者…Tinton♪Tanton　開演…14：00～　定員…40名（先着順）　入場無料　　　　　　　　　　　　　　　　
ボーカルとウクレレ、カホンの3人組ユニットでおおくりします。

  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）

12/16（日） 田中絹代記念館企画展ギャラリートーク 学芸員による展示解説をおこないます。
開始…16：00～　※30分程度　参加無料、ただし記念館への入館料が必要です。
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