








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
　　　https：//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

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

9/6 火 キエフ・クラシック・バレエ
白鳥の湖－全２幕－ 18：30～20：30 4,500円 （公財）下関市文化振興財団 

083-231-6401

9/22 木 第21回 市民会館名画劇場 
【22日】①おかしな奴　②喜劇急行列車 

③吹けば飛ぶよな男だが 
【23日】①おかしな奴　②あゝ軍歌 

③喜劇急行列車

①10：00～11：50 
②13：00～14：30 
③14：40～16：11

1日券 500円 （公財）下関市文化振興財団 
083-231-6401

9/23 金
①10：00～11：50 
②13：00～14：29 
③14：40～16：10

9/25 日 スタジオ創立35周年記念公演 
FALL in DANCE 15：00～17：00

前売 3,000円 
当日 3,500円 
指定 4,000円

フォールオフィス 
083-252-7511

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

9/11 日 カラオケ発表会 9：30～16：30 無料 カラオケ華華 
083-231-0789

9/20 火 第84回 懐かしの歌声喫茶 15：00～16：40
800円 

【コーヒー・ケーキセット
付き】

下関市文化振興財団ボランティアの会 
（中尾）083-258-1420

9/22 木 接地工事勉強会 13：15～15：15 関係者のみ （一社）中国電気管理技術者協会 
（梁瀬）090-6840-3364

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

9/16 金

東山魁夷と七人の巨匠展

10：00～18：00

無料 株式会社WAO！ 
092-481-23619/17 土

9/18 日 10：00～17：00

9/23 金

第33回 こころ展

9：00～17：00

無料 西芸文化こころの会 
090-2801-69529/24 土

9/25 日 9：00～15：30

※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8月18日現在）



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

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

4/7（木）～
10/3（月）

前期所蔵品展
「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

9/4（日） 名画劇場『旅猫リポート』 
（2019年、三木康一郎監督：118分）

上映…①10：00～　②14：00～　出演…竹内結子、福士蒼汰、広瀬アリス、大野拓朗 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）～
12/26（月） 所蔵品展「日米親善芸術使節」

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。

ドリームシップ（下関市生涯学習プラザ）

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

9/11 日 早鞆高等学校吹奏楽部 
第25回 記念定期演奏会 16：30～18：30 400円（当日100円増） 

※小学生以下無料
早鞆高等学校 

（松井）083-231-0080

9/17 土 瀧川鯉昇・鯉斗 親子会 14：00～15：30 3,500円 （公財）下関市文化振興財団 
（ドリームシップ）083-231-1234

9/18 日 女声合唱クール・ソレイユ 48周年演奏会 14：00～ 無料  
※要招待券

女声合唱クール・ソレイユ 
（原田）083-222-0025

9/21 水
下関市民劇場9月例会　 

俳優座劇場公演　「音楽劇　人形の家」
18：30～21：10

会員制 下関市民劇場 
083-232-40659/22 木

9/23 金 13：00～15：40

9/24 土
MYSTERY NIGHT TOUR2022 

稲川淳二の怪談ナイト 
～稲川怪談30年連続公演～

17：30～ 5,800円（当日200円増） （公財）下関市文化振興財団 
（ドリームシップ）083-231-1234

9/25 日 九州管楽合奏団 下関特別公演 15：00～17：00
一般 4,000円 

学生（小学生～大学生）
2,500円

九州管楽合奏団事務局 
092-751-8257

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

9/4 日 みんなのコンサート「クラシック音楽の日」によせて 14：00～16：15 一般 2,000円　 
大学生以下 500円

下関音楽人の会 
（塩田）090-6838-2954

9/17 土 立川志の八～おいでまっせ～里帰り落語 15：00～17：00 3,500円（当日500円増） 株式会社イソップエージェンシー 
092-283-1780（平日10：00～17：00）

9/18 日 フラとウクレレ コンサート 13：00～16：00 無料 カウルレフアイカノエラニ 
090-5282-5324

9/19 月 ピアノ発表会 13：00～ 無料 （山根）083-256-5042

9/23 金 昭和歌謡祭及び発表会 9：30～16：00 無料 はかた小町（澄川）083-222-8686

9/25 日 第13回 中野ギタースタジオ発表会 13：00～16：00 無料 中野ギタースタジオ　090-9608-2737

9/27 火
馬関シネクラブ9月例会 

「ゴヤの名画と優しい泥棒」

19：00～
会員制

馬関シネクラブ 
083-228-2255 

（山本）070-5522-65039/28 水 ①10：30～
②14：00～

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

9/3 土 第5回 ふるさと音楽会下関公演 13：00～15：00
一般 3,000円／学生 1,000円 

小学生以下無料 
※未就学児入場不可

ふるさと音楽会 
090-7123-4665　 

furusato.ongakukai.2018@gmail.com

9/11 日 未来国会2022　地方決勝大会 13：00～17：00 関係者のみ 特定非営利活動法人ドットジェイピー 
0120-098-214

9/25 日 SDGsを考える 持続可能なよりよい社会づくり 
第4回 「性の多様性について考えよう」 10：00～11：30 無料  

※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

〒750-0016　下関市細江町3丁目1-1　TEL.083-231-1234　FAX.083-242-6234
　　　 https：//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

（令和4年8月18日現在）

※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。


