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
E-mail info@scpf.jp
HP https：//www.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）

月日

曜

大ホール・イベント名

開演～終演

5/3

火

鎌倉殿の13人 トークライブin下関

14：30～15：30

5/8

日

令和4年度 小学校指導者育成課題曲
講習会

10：30～14：45

関係者

下関少年少女合唱隊
090-7379-1381

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

下関奇術連合会事務局
（玉川）083-252-0754

入場料

主催／お問い合わせ先

下関市観光スポーツ文化部観光政策課
要入場整理券
※応募は締め切りました
083-227-3305

5/8

日

第25回 山口マジックシンポジウム

10：00～15：30

5,000円
（弁当・お茶付き）
当日 6,000円
（弁当なし）

5/29

日

池坊巡回講座

10：00～15：00

関係者

池坊下関橘会支部
（白石）083-245-5256

5/31

火

10：30～13：00

関係者

山口県漁協女性部
083-261-6612

山口県漁協女性部

通常総会

※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。

（令和4年4月18日現在）

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
E-mail info@s-dreamship.jp
HP https：//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）

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

5/3

火

リトミックと共に50年「記念コンサート」

14：00～16：00

無料

下関リトミック音楽教室 083-231-7912

5/7

土

田中絹代ぶんか館連携事業

①10：30～12：08
②14：00～15：42

一日券 500円
※詳細は本誌中面に記載

（公財）下関市文化振興財団
（ドリームシップ）083-231-1234

5/8

日

田中絹代監督作品映画上映会
作品「恋文」
「流転の王妃」

5/15

日

日本舞踊 花柳多佳広一門会

11：00～17：00

劇団民藝公演
「グレイクリスマス」

18：30～21：00

5/16

月

5/17

火

5/18

水

5/22

日

下関ブラス・オーケストラ
第15回 定期演奏会

5/29

日

月日

曜

5/1

①10：30～12：12
②14：00～15：38

無料

花柳多佳広会

080-3055-0029

4,000円

下関市民劇場
083-232-4065

13：30～15：30

無料

下関ブラス・オーケストラ事務局
090-6830-2827

宮里直樹テノールリサイタル

14：00～16：00

5,000円

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

日

レトルコンサート

14：00～16：30

無料

レトルピアノ・エレクトーン教室
083-232-2771

5/5

木

Duo Naru
ヴァイオリン・ピアノデュオコンサート

13：30～15：30

一般 2,000円
学生 1,000円
小学生以下 500円

werden-Musik
090-7778-2221

5/8

日

洋楽ポップススプリングコンサート
〈ユネスコ歌のクラス〉

14：00～16：00

無料

下関ユネスコ協会青年部
（後藤）090-7895-4593

5/13

金

13：00～15：30

19：00～

メロディー音楽企画

083-231-7898

馬関シネクラブ 5月例会

①10：30～
②14：00～

会員制

馬関シネクラブ
083-228-2255
（山本）070-5522-6503

5/14

土

5/15

日

ピアノステップ

未定

無料

リトルノートピアノスタジオ 090-1337-2747

5/21

土

高橋和彦・夏川由紀乃
デュオリサイタル2022

昼の部13：30～15：30
夜の部17：30～19：30

一般 3,000円
大学生以下 2,000円
（当日各500円増）

（夏川）090-2298-1164

5/22

日

甦る古典の響き
第五回 柳瀬和子筝曲地歌演奏会

①12：00～14：30
②16：00～18：30

一般 3,000円
高校生以下 1,500円

絃照会
（柳瀬）083-231-4051

5/31

火

スターライトコンサート
ヴァイオリンとヴィオラによる二重奏

19：00～20：30

一般 3,000円（当日500円増）
大学生以下 2,000円
※未就学児入場不可

VSS実行委員会
083-265-5566

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

5/9

月

幼児向けリトミック〈3回シリーズ 2回目〉

10：10～11：00

申込受付終了

（公財）下関市文化振興財団
（ドリームシップ）083-231-1234

5/20

金

中東地区まちづくり協議会総会

18：30～

中東地区住民のみ

中東地区まちづくり協議会 083-250-8380

5/23

月

幼児向けリトミック〈3回シリーズ 3回目〉

10：10～11：00

申込受付終了

（公財）下関市文化振興財団
（ドリームシップ）083-231-1234

5/29

日

人生100年時代を生きる 第3回
「学んで防ごう！消費者被害」

10：00～11：15

無料（先着50名）
※要事前申込

（公財）下関市文化振興財団
（ドリームシップ）083-231-1234

※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）
〒750-0008 山口県下関市田中町5番7号 TEL.083-250-7666 FAX.083-231-0469
E-mail info@kinuyo-bunka.jp
HP https：//www.kinuyo-bunka.jp
■開 館／9：00～17：00（入館は16：30まで） ■入館料／無料
・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。
■休館日／火・水曜日（祝祭日の場合は翌日）

１階／ふるさと文学館
4/7（木）～ 前期所蔵品展
10/3（月） 「赤江美学、
果てしなき蠱惑の世界」

下関出身の作家、赤江瀑。平成24年（2012）年に亡くなり、今年で没後10年。
しかしなが
ら今も書籍が刊行され、特集本が出されるなど、人気を維持しています。代表作を取り
上げ、直筆の原稿などを取り混ぜながら赤江瀑の世界観を紹介するものです。

１階／ミニホール
5/1（日）

名画劇場『旅路』

（1953年、中村登監督：118分）

上映…①10：00～ ②14：00～ 出演…岸惠子、佐田啓二、若原雅夫、
月丘夢路ほか
定員…30名 要予約 観覧…無料

２階／田中絹代記念館
3/8（火）～
7/4（月）

所蔵品展「先帝祭」

昭和43年（1968）は明治改元100年、
そして市制80周年が重なり、特別ゲストとして下関
出身の二大女優、田中絹代と木暮実千代が招かれました。絹代は「禿」
として、木暮は
「傘留太夫」
として参加、下関の一大神事に花を添えたのです。
今回の展示では絹代の遺品の中から、先帝祭にまつわるものを紹介します。
（令和4年4月18日現在）

