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

8/7

日

8/30

火

月日

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

13：30～

1,000円

（公財）下関市文化振興財団
083-231-6401

千昌夫・新沼謙治・中村美律子
熱唱 歌のステージ

18：30～20：45

S席 6,800円

ソワード株式会社
0956-22-2036

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

8/5

金

親子のためのおかね楽習フェスタ
inしものせき

10：10～15：20

事前申込制

山口県金融広報委員会
083-933-2608

8/28

日

第26回 下関平和コンサート

14：00～16：10

1,000円

下関平和コンサート実行委員会
（事務局/山中）080-1908-9571

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

8/5

金

親子のためのおかね楽習フェスタ
inしものせき

10：00～15：30

無料
（申込不要）

山口県金融広報委員会
083-933-2608

8/27

土

ジェムテク ノートパソコン有償譲渡会

11：00～17：00

無料

（一社）
日本電子機器補修協会
052-936-8887

8/28

日

フィルムカメラ・時計無料査定会

10：00～16：00

無料

株式会社三吉堂
043-239-7736

杉並児童合唱団

下関公演

※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7月19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）

大ホール・イベント名

開演～終演

木

第16回 下関市芸術文化祭
「下関地区高等学校演劇連盟発表会」

10：30～16：20

8/7

日

ポピュラーピアノコンサート

8/11

木

8/14

月日

曜

8/3

水

入場料

主催／お問い合わせ先

8/4

無料

山口県立長府高等学校
（織田）083-245-0108

13：00～

無料

下関音楽教育研究会（久保）083-282-1468

下関ウインドアンサンブル 第49回 定期演奏会

13：30～

無料

下関ウインドアンサンブル（田代）083-232-8114

日

アート・バレエ・コヒラ
「お勉強会」

14：00～16：30

無料

アート・バレエ・コヒラ（小平）090-9466-7243

8/18

木

海・風のホール バックステージツアー2022

14：00～15：30

無料
※要事前申込（8/5まで）

（公財）下関市文化振興財団
（ドリームシップ）083-231-1234

8/20

土

ひまわりチャリティコンサ－ト2022

14：00～16：00

8/27

土

8/28

日

月日

ピアノ発表会

10：20～15：40

Chanter

一般 1,500円（当日300円増）
ひまわりチャリティコンサート実行委員会
小学生～高校生 1,000円
083-229-1500
未就学児無料

未定

無料

株式会社リトル・ノート（神野）090-1337-2747

カウンターテナー藤木大地リサイタル
歌い繋ぎたい美しい日本の歌

14：00～16：00

一般 5,000円
学生 3,000円

メロディー音楽企画
083-231-7898

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

8/1

月

コンサート×おしばい
「シューマン物語」 トロイメライの世界

10：30～11：30

一般 3,800円

一般社団法人 みむみむの森芸術文化振興グループ
070-6479-7294

8/6

土

シャンソン＆フラメンコライブ

13：30～16：30

一般 2,000円
高校生以下 1,000円

フラメンコ同好会
083-282-1386

8/7

日

ピアノ発表会

14：00～16：00

無料

（中村）083-253-4800

8/11

木

優雅な午後のクラシック
～ピアノジョイントコンサートvol.3～

14：00～15：45

1,000円

ムジカプロジェクト
084-947-2481

8/14

日

第2回 Mrs of the Year 山口 2022

11：00～17：00

無料

Mrs of the Year 2022 山口県大会事務局
（大岩）090-8061-7666

8/19

金

山口ギターコンクール50回記念プレイベントvol.3
小暮浩史クラシックギターコンサート

18：45～21：00

一般 3,000円
大学生以下 1,000円

山口県ギター音楽協会
（塩田）090-6838-2954

第50回 山口ギターコンクール

10：00～20：00

1,000円

山口県ギター音楽協会（塩田）090-6838-2954

19：00～

会員制

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

8/20

土

8/22

月

8/23

火

馬関シネクラブ8月例会
「メイド・イン・バングラデシュ」

①10：30～ ②14：00～

8/27

土

Fantastic Piano Concert 2022

13：30～

無料

（宮田）080-3872-7086

8/28

日

ピアノ発表会

未定

無料

（井町）083-254-3607

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

8/7

日

年中夢球下関講演会

19：00～21：00

一般 2,000円
中高生 1,000円
小学生 500円

総合型地域スポーツクラブ
ブルーローズ下関ベースボールクラブ
（井上）090-3174-9669

8/23

火

地域福祉計画策定に関する地域懇話会

18：30～20：00

無料

下関市福祉部福祉政策課 083-231-1418

※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
8/7（日）

名画劇場『二等兵物語』

（1955年、福田清一監督：95分）

上映…①10：00～ ②14：00～ 出演…伴 淳三郎、花菱アチャコ、宮城野由美子 ほか
定員…30名 要予約 観覧…無料

２階／田中絹代記念館
7/7（木）～
所蔵品展「日米親善芸術使節」
12/26（月）

田中絹代は二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
使節に選ばれました。終戦後の日米交流再生の期待を一身に背負い、昭和24年（1949）
10月21日、羽田空港からアメリカへと渡ります。
絹代の遺品の中から、交流の記念品や写真を公開、現地での様子を紹介するものです。
（令和4年7月19日現在）

