




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

7/6 土 海峡に響くシンフォニー2019 13：30～15：30
無料

※要事前応募
海上自衛隊下関基地隊 

083-286-2323

7/13 土 ジブリの思い出がいっぱい
オーケストラによるドリームコンサート 14：00～

一般 4,000円
高校生以下 2,000円

財団友の会 各500円引き

公益財団法人下関市文化振興財団 
083-231-6401

7/15 月 第42回山口県吹奏楽連盟下関地区 
サマーコンサート 10：00～16：00 無料 山口県吹奏楽連盟下関地区 

（早鞆高校内）083-231-0080

7/21 日 黒田節子バレエスタジオ
第52回定期発表会 14：00～16：45 2,000 円 黒田節子バレエスタジオ 

（黒田）083-252-2693

7/24 水 令和元年度下関市地域福祉推進大会 13：00～15：30 無料 下関市社会福祉協議会 
083-232-2003

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

7/1 月 第46回住吉災害防止大会 13：30～ 関係者 住吉災害防止協会
083-248-1223

7/7 日 第27回キラキラコンサート 13：30～16：00 無料 下関女声合唱連盟 
（重村）090-7590-1824

7/13 土 ピアノ発表会 15：30～19：00 無料 竹村由美子 
083-282-1329

7/21 日 カワイ音楽教室こども発表会
①11：00～13：00 
②13：30～15：30 
③16：00～18：00 
④18：30～20：00

無料 カワイ音楽教室北九州事務所 
093-521-5453

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

7/5 金

七夕書道展
9：30～17：00

無料 下関書道連盟 
083-256-8323

7/6 土

7/7 日

7/8 月 9：30～16：00

7/20 土
フランスベッド 

工場直送セール 10：00～19：00 無料 フランスベッド（株）山口営業所 
0835-38-2161

7/21 日



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）

  １階／ふるさと文学館  ［観覧無料］
7/2（火）

～9/29（日） 夏季所蔵品展「船戸 与一　ーデビュー40年ー」 数多くの冒険小説を手掛けた小説家「船戸与一」が生まれて40年。作家としてデビュー
するまでのエピソードを紹介。また、絶筆「侠骨の譜」直筆原稿も公開します。

  １階／ミニホール

7/7（日） DVD上映会 『不死鳥』 
（1947年、監督：木下惠介、82分）

上映…①10：00～　②14：00～　出演…田中絹代、佐田啓二、山内明、小杉勇　ほか 
定員…40名（先着順）　観覧…無料

7/13（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。

7/14（日） 田中絹代ぶんか館ミニコンサートvol.3
◆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／エントランス
7/20（土）
～8/4（日） パーチメントクラフト教室作品展 田中絹代ぶんか館で開催しているパーチメントクラフト教室（紙から創り出すレースの

ようなペーパーアート）の生徒による作品展を開催します。

  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）

6/4（火） 
～9/1（日） 夏季所蔵品展「日米親善藝術使節」 2年連続で毎日映画コンクールの女優演技賞に輝いた功績から、日米親善藝術使節に

選ばれた絹代。渡米した際のエピソードや記念品などを紹介します。

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

7/7 日 めぐみバレエアート サマーコンサート 2019 13：30～16：00 無料 めぐみバレエアート（空閑）083-233-0740

7/14 日 フレッシュサウンズ ポピュラーピアノコンサート 13：00～19：00 無料 下関音楽教育研究会（久保）083-282-1468

7/15 月
下関市民劇場7月例会 

劇団文化座公演 「旅立つ家族」
18：30～21：00

会員制 下関市民劇場 
083-232-40657/16 火

7/17 水 13：00～15：30

7/20 土 バレエシャッツ 第6回バレエコンサート 13：30～16：30 無料 Ballet Schatz（槇本）090-7991-8908

7/21 日 コーロ・ブレッツァ　演奏会 14：00～16：00 1,000円（一律）　　　　　　　　　　
高校性以下無料

混声合唱団コーロ・ブレッツァ 
（植田）090-1337-1254

7/28 日 るいバレエスタジオ　第9回発表会 「火の鳥」 昼の部/13：00～15：00　
夕の部/17：00～19：00

無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※要入場整理券

るいバレエスタジオ 
083-255-1301

月日 曜 小ホール・イベント名 開演～終演 入場料 主催／お問い合わせ先

7/7 日 ピアノ発表会（ミュージックコンサート） 12：00～16：00 無料 スタッカート（内田）090-8064-3440

7/13 土 図書館・博物館コラボ企画　学芸員リレー講座
第１回　幕末期の港町 下関 10：00～11：30 無料 

（当日先着順／申込み不要）
下関市立中央図書館 

083-231-2226

7/13 土 須田祥子ヴィオラリサイタル 18：00～20：00 3,000円／大学生以下2,000円
未就学児入場不可

VSS実行委員会 
080-4179-5903

7/14 日 ピアノ発表会 14：00～16：30 無料 （兵藤）083-222-2351

7/15 月 ピアノ・エレクトーン発表会 ①10：30～②14：00～ 無料 スタッカート（田中）080-2909-8562

7/20 土 ウォン・ウィンツァン　ピアノコンサート 16：00～18：15 3,000円／高校生以下1,500円　　　　　　　　
（当日500円増）

株式会社素敬 
083-232-1226

7/21 日 クライネス コンツェルト （小さな音楽会） 13：00～16：30 無料 下関ソルフェージュ教室（山根）083-256-5042

7/26 金 馬関シネクラブ　７月例会 未定 会員制 馬関シネクラブ（山本）083-228-2255

7/27 土 ピアノ発表会 15：00～17：00 無料 （戸髙）070-5271-9604

7/28 日 ピアノ発表会 13：00～17：00 無料 （稲富）090-6674-2823

7/30 火 E.P.U下関 13：30～16：00 2,000円（一律） Studio Rasp（殿井）090-1018-5122

月日 曜 多目的ホール・イベント名 開演～終演 入場料 主催／お問い合わせ先

7/7 日 七夕コンサート 15：00～16：30 一般2,000円／学生500円
（一般のみ当日500円増） （塩田）090-6838-2954

7/18 木 市民文化セミナー（第2回目） 14：00～15：50 無料 下関市教育委員会教育部生涯学習課 083-231-2054

7/19 金 家庭教育推進事業　リトミック講座 10：00～11：40 無料 下関市連合婦人会（尾辻）083-233-1170

7/20 土 下関市保育連盟保育内容研修会 14：00～16：00 無料 下関市こども未来部幼児保育課 083-231-1722

7/21 日 保育就職フェア2019 13：30～16：00 無料 下関市保育連盟 083-235-3877

7/27 土 令和元年度　高校生のための教職セミナー 13：30～16：30 無料 山口県教育庁教職員課 083-933-4550
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