








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

10/2 日 下関市民会館開館45周年記念 
NHＫ「民謡魂 ふるさとの唄」　公開収録 18：00～19：30 要事前申込み 

※応募は9/2まで
下関市文化振興課　083-231-4691 
NHＫ山口放送局　083-921-3737

10/9 日 ヴィリニュス市合唱団（リトアニア） 
ヤウナ・ムジカ 15：00～17：00

A席 6,500円 
B席 5,500円 

当日学生席 2,000円

MIN-ON中国 
082-567-0585

10/23 日 エレクトーンフェスティバル2022 
アンサンブル演奏部門 下関十字堂大会 14：00～18：00 無料 下十会（下関十字堂楽器店） 

083-223-2311

10/29 土 日本遺産フェスティバルin関門 10：00～12：00 無料 下関市教育委員会　文化財保護課 
083-254-4697

10/30 日 第62回 下関邦楽大会 12：00～16：00 無料 下関邦楽協会（柳瀬）083-231-4051

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

10/9 日 池田輝郎と歌仲間in下関 12：00～ 2,000円
輝音楽塾下関教室 

（金子）090-7135-4063 
（西尾）090-5377-1232

10/15 土 上妻宏光「生一丁!」Tour2022 15：30～ 全席指定 
6,000円

キャンディープロモーション広島 
082-249-8334 

下関市民会館　083-231-6401

10/23 日 スターミューズ歌謡祭 9：30～16：30 無料 スターミューズ　083-267-0981

10/30 日 能楽観世流　「謡曲・仕舞・舞囃子の会」 9：30～18：00 無料 能楽宮本施謡会（宮本）090-2007-7573

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

10/14 金

ギャッベ＆ペルシャ絨毯展
10：00～19：00

無料 調度品の亀川株式会社 
090-6116-672510/15 土

10/16 日 10：00～16：00

10/21 金

第30回 MOA美術館下関児童作品展
13：00～17：00

無料
MOA美術館下関児童作品展 

実行委員会 
083-222-8334

10/22 土 9：00～17：00

10/23 日 9：00～16：00

10/28 金

第46回 日本習字藤栄会展
9：30～17：00

無料 日本習字藤栄会 
083-242-157710/29 土

10/30 日 9：30～16：00

※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9月16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

10/6（木）～ 
R.5.4/3（月） 後期所蔵品展「文学賞……って、ナニ？」

下関出身作家は多くの文学賞を受賞しています。しかし社会現象として取り上げられる「芥
川賞」や「直木賞」ですら、実は内容をきちんと知っている人は少ないようです。今回はそれ
ぞれの「文学賞」の概要や、贈られる対象などを、該当する作品とともに紹介するものです。

  １階／ミニホール

10/2（日） 名画劇場『新 喜びも悲しみも幾年月』 
（1986年、木下惠介監督：130分）

上映…①10：00～　②14：00～　出演…加藤剛、大原麗子、中井貴一、紺野美沙子 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）～
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

10/1 土 「下関法人会の日」社団化40周年記念事業
立川志らく氏独演会 17：00～ 無料 （公社）下関法人会事務局 

083-232-6235

10/8 土 ミキ漫2022全国ツアー 17：00～18：30 3,500円（当日500円増） 吉本興業株式会社 
（FANYチケット）0570-550-100

10/9 日 下関マンドリンクラブ 第36回定期演奏会 14：00～16：30 500円 
※中学生以下無料

下関マンドリンクラブ 
（植村）083-246-1672

10/10 月 TSUKEMEN CONCERT the BEST 
～Road to 15th Anniversary～ 15：00～ 6,000円 

※3歳未満入場不可
（公財）下関市文化振興財団 

（ドリームシップ）083-231-1234

10/16 日 第9回Glänzen Ballet family concert 14：00～15：30 無料　※要整理券 Glänzen Ballet　080-1647-7847

10/22 土 【全館】第12回ドリームシップ祭り
「 耀

かがやき

～明るい未来へ～」
9：00～15：00 無料 （公財）下関市文化振興財団 

（ドリームシップ）083-231-1234
10/23 日

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

10/2 日
北朝鮮向けラジオ放送 

「ふるさとの風」「しおかぜ」 
共同公開収録 in 下関

14：00～16：00 無料
内閣官房拉致問題対策本部事務局 
（株式会社フォンテック内事務局） 

03-5545-9191

10/9 日 ピアノコンサート 13：00～ 無料 桝本ピアノ教室　090-2802-8216

10/10 月 成立300年記念ピアノリサイタル 
J.S.バッハ平均律クラヴィーア曲集第1巻全曲 13：30～16：00

一般 3,000円 
学生 1,000円 

（当日各500円増）

株式会社素敬 
083-232-1226

10/14 金
馬関シネクラブ10月例会

19：00～
会員制

馬関シネクラブ 
083-228-2255 

（山本）070-5522-650310/15 土 ①10：30～
②14：00～

10/16 日 梅山直枝ソプラノ リサイタル 13：30～15：00 1,000円 （梅山）083-283-0978

10/19 水 QUARTET EXPLLOCE 19：00～21：00
一般 3,500円 
学生 2,000円 

（当日各500円増）

QUARTET EXPLLOCE 
（市）090-2583-0748

10/29 土 下関市医師会音楽部 第13回定期演奏会 18：00～20：00頃 無料 下関市医師会音楽部　083-251-6116

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

10/1 土 全国一斉不動産無料相談会 10：00～16：00 無料 （公社）全日本不動産協会山口県本部 
083-974-2103

10/8 土 サムライ海峡 浪曲合戦 
ー宮本武蔵×高杉晋作ー

第一戦12：45～14：30 
第二戦17：15～19：00

一戦 3,500円 
通し 6,000円

関門時間旅行事務局 
（富田）090-1217-3059

〒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9月16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。


