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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

11/3 木 反田恭平プロデュース 
Japan National Orchestra 15：00～17：00 予定販売枚数終了 （公財）下関市文化振興財団 

083-231-6401

11/10 木 第62回 金剛山歌劇団山口公演in下関 18：30～20：00
一般 3,000円 

（サンデー下関持参で2,000円） 
学生 無料

金剛山歌劇団実行委員会 
083-222-9303

11/11 金 ブリヂストン吹奏楽団久留米 
『下関チャリティーコンサート2022』 18：30～21：00 全席指定 

700円（大人・小人共通）
株式会社ブリヂストン下関工場 

083-245-1251

11/13 日 第16回 下関市芸術文化祭 
洋舞フェスティバル 14：00～16：30 無料 下関洋舞連盟（小平）083-266-1190

11/18 金 山口県警察音楽隊「オータムコンサート」 18：30～20：30 要事前申込み 
※応募は10/26まで

山口県警察本部（音楽隊係） 
083-933-0110

11/20 日 2022下関少年少女合唱隊 
第58回 定期演奏会 14：00～16：00 無料 下関少年少女合唱隊 

（能野）090-2294-8975

11/24 木 ローマの休日 全編上映ライブコンサート 
～ローマ・イタリア管弦楽団～ 18：00～ S席 7,000円 

A席 5,000円

下関市民会館　083-231-6401 
アトラクトワン 

082-236-7185（平日10～18時）

11/26 土 第16回 下関市芸術文化祭 
下関合唱の祭典 14：00～16：30 無料 下関合唱団連絡会（川崎）083-233-0015

11/27 日 第16回 下関市芸術文化祭 
下関合唱の祭典 13：30～16：00 無料 下関女声合唱連盟（岡村）090-7127-9965

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

11/13 日 第16回 下関市芸術文化祭 
第6回映像フェスタ 13：30～16：30 無料 新下関映像Rクラブ（沖田）090-9063-1704

11/18 金 志村糧一下関公演 
You'll Never Walk Alone 18：00～20：30 全席自由 

4,400円 （田辺）080-3051-6138

11/20 日 木暮実千代の会　第3回 演劇公演 14：00～16：00 無料 木暮実千代の会　083-266-4327

11/23 水 劇「ツナガッタ／ツナガッタ」 
～金子みすゞと母と子と～ 14：00～16：00 大人 2,000円 

小人 1,000円
語り「どんどはれ」・みすゞ同好会 

090-8620-6194

11/27 日 第16回 下関市芸術文化祭 
古典舞踊の会 12：00～16：00 無料 下関舞踊協会（猿若）090-9063-9450

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

11/2 水 ウィッグ（かつら）展示即売会 10：00～16：00 無料 株式会社ユキ　052-459-7030

11/12 土
文化庁AFF2事業 

ローズウィンドウ展示即売会・体験教室

10：00～17：30 展示室 500円 
体験教室 1,000円 

（体験教室会場は
第1会議室）

一般社団法人日本ローズウィンドウ協会 
（大倉）080-6270-3411

11/13 日 10：00～16：30

11/22 火
第16回 下関市芸術文化祭 

くらしの芸術展 
～生活文化で潤いを～

10：00～17：00

無料
生活文化部会 

（下関市民会館） 
083-231-6401

11/23
～26

水
～土 9：00～17：00

11/27 日 9：00～16：00

※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10月17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） 企画展「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

11/6（日） 名画劇場『我が恋は燃えぬ』 
（1949年、溝口健二監督：84分）

上映…①10：00～　②14：00～　出演…田中絹代、水戸光子、平野郁子、三宅邦子 ほか 
定員…30名　要予約　観覧…無料

11/27（日） 田中絹代生誕記念特別上映会

去年から「映画監督 田中絹代」に世界中から注目が集まっており、6月にはフランスからド
キュメンタリー作品の撮影にも来られました。フランスで10月に放映されたドキュメンタ
リー（約1時間）を上映致します。 
＊現在海外便が不安定なため、期日までに届かなかった場合、絹代の監督作品1本の上映
に変更となります。

  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

11/3 木 下関きずな音楽祭Vol.2 17：00～19：00
一般 4,000円 

子供（中学生以下）3,000円 
（当日各1,000円増）

下関きずな音楽祭プロジェクト 
080-1642-4419

11/13 日 第31回 下関市民オーケストラ定期演奏会 14：00～16：00 1,500円（当日200円増） 下関市民オーケストラ 
（村田）090-7973-5234

11/15 火 「下関法人会の日」社団化40周年記念事業 
竹田恒泰氏講演会 18：00～ 無料 （公社）下関法人会事務局 

083-232-6235

11/21 月
下関市民劇場11月例会 

こまつ座公演 「イヌの仇討」
18：30～21：00

会員制 下関市民劇場 
083-232-406511/22 火

11/23 水 13：00～15：30

11/27 日 Studio Rasp 発表会「PLAYGROUND」 15：30～ 2,000円（当日500円増） Studio Rasp　090-1018-5122

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

11/3 木 第54回 長府ギタースクール発表会 12：30～予定 無料 長府ギタースクール 
（塩田）090-6838-2954

11/12 土 江崎皓介ピアノリサイタル 17：00～19：00 一般 4,000円 
高校生以下 2,000円

江崎皓介 
（波田）090-1338-3268

11/13 日 南米ペルーリチャリー民族音楽コンサート ①13：00～ 
②18：00～ 4,000円（当日500円増） カンボジア・ペルーの子供達へ学用品支援の会 

（剣持）090-4572-9572

11/19 土 SJCリコーダーアンサンブル第5回演奏会 11：00～12：00 無料 SJCリコーダーアンサンブル 
（中村）090-8362-6398

11/19 土 ピアノ発表会 14：30～ 無料 「どれみのみ」ピアノ教室 
（井上）090-7997-7281

11/20 日 下関シャンソン教室 秋のコンサート 14：00～16：30 無料 下関シャンソン教室（石田）090-1357-6131

11/21 月 馬関シネクラブ11月例会 
「オルガの翼」ウクライナ

19：00～
会員制

馬関シネクラブ 
083-228-2255 

（山本）070-5522-650311/22 火 ①10：30～
②14：00～

11/22 火 馬関シネクラブ特別例会  
・瀬戸内寂聴99年生きてみて 

・ハチとパルマの物語
未定 1,300円（当日200円増） 

※一般の方入場可

馬関シネクラブ 
083-228-2255 

（山本）070-5522-650311/23 水

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

11/25 金 モルックを体験しよう 10：30～11：30 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10月17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。


