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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

12/4 日 第16回 下関市芸術文化祭 
下関芸能文化フェスティバル 12：00～ 無料 下関芸能連合会 

（石原）083-233-7854

12/10 土
みんなのオン・ステージ2022 

響け大ホール！輝け自分！ 10：00～17：00 参加料　１人 500円 （公財）下関市文化振興財団 
083-231-6401

12/11 日

12/18 日 第15回 劇団Zing♪Zingミュージカル公演 11：00～13：15 
16：00～18：35

無料 
（要入場整理券）

劇団Zing♪Zing 
080-1642-4419

12/24 土

第60回 中国地区高等学校演劇発表会
10：00～18：00

無料

第60回中国地区高等学校演劇発表会 
事務局 

（宇部フロンティア大学付属香川高等学校） 
0836-35-957412/25 日 9：40～16：20

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

12/4 日 第16回 下関市芸術文化祭 
奇術の祭典 マジックショー 13：00～15：30 無料 下関奇術連合会 

（玉川）083-252-0754

12/11 日 クラシック名曲劇場 
～朗読とピアノで聴く音楽物語～ 14：00～16：00

一般 2,500円
（前売300円引）

学生 1,000円

（一社）arte75 
070-8398-4809

12/18 日 小さな音楽会 13：30～16：00 無料 おちピアノ・リトミック音楽教室 
090-2861-0913

12/20 火 第85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

12/25 日 Piano Concert 14：30～16：30 無料 （小野田）083-253-1862

12/28 水 第1回 山口県高等学校軽音楽コンテスト 13：30～ 前売 500円 
当日 700円

しものせきライブプロジェクト
（下関市民会館）083-231-6401

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

12/2 金

第37回 西日本学生書道会

13：00～17：00

無料 西日本学生書道会 
083-258-282312/3 土 9：00～17：00

12/4 日 9：00～15：00

12/10 土
池坊下関橘会支部

いけばな池坊展

10：00～17：00

無料 池坊下関橘会支部 
083-245-5256

12/11 日 10：00～16：00

12/18 日 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

※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11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

12/4（日） 名画劇場『鬼平犯科帳 劇場版』 
（1995年、小野田嘉幹監督：105分）

上映…①10：00～ ②14：00～　出演…中村吉右衛門、多岐川裕美、高橋悦史、梶芽衣子 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

12/4 日 下関フィルハーモニック・ウインド・オーケストラ 
第16回 定期演奏会 14：00～16：00 500円  

※小学生以下無料
下関フィルハーモニック・ウインド・オーケストラ事務局 

（木下歯科医院内）083-229-5670

12/10 土 2022下関市民合唱団コンサート 14：00～16：00 1,000円 ※中学生以下無料 下関市民合唱団 （山中）080-1908-9571

12/11 日 宮田大＆岡田将デュオコンサート 14：00～16：00
指定席 5,500円 
自由席 5,000円 

大学生以下 3,000円

メロディー音楽企画 
（香河）083-231-7898

12/18 日 ベンチマークのお披露目会 17：30～ 無料　※要整理券 ダンススタジオベンチマーク　083-255-2126

12/24 土 下関ウインドアンサンブル 
第49回 クリスマスコンサート 14：00～ 無料 下関ウインドアンサンブル 

（田代）083-232-8114

12/25 日 第21回 下関南高校・下関中等教育学校管弦楽部 
クリスマスチャリティーコンサート 14：00～16：00 無料 山口県立下関南高等学校 

083-222-4039

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

12/3 土 コール梅光 クリスマス礼拝 14：00～ 無料 コール梅光 （豊永）083-222-3072

12/4 日 ギターカルテット！ 
山口・福岡のギタリスト4人の特別アンサンブル 14：00～16：00 一般 2,200円（当日300円増） 

学生 1,000円
一般社団法人arte75 

070-8398-4809

12/10 土 ピアノ発表会 13：00～ 無料 たかのピアノ教室　090-2866-3357

12/11 日 山口県総合芸術文化祭2022 
第49回 山口県芸術演奏会 13：30～16：00 一般 2,000円 

小中高生 1,000円
山口県音楽協会 

（山根）070-5527-1305

12/17 土 みんなのクリスマスコンサート 
We wish you a Christmas Concert 2022 15：00～16：00 2,000円 山口ミュージックアカデミー 

（棟久）090-9460-2462

12/19 月
馬関シネクラブ12月例会

19：00～
会員制 馬関シネクラブ　083-228-2255 

（山本）070-5522-650312/20 火 ①10：30～ ②14：00～

12/23 金 五十嵐美紀子クリスマスコンサート ①14：00～15：30 
②18：30～20：00

一般 2,500円
大学生以下 1,000円 
（当日各500円増）

五十嵐美紀子コンサートを楽しむ会 
（五十嵐）090-2866-5936

12/24 土 田中美幸ヴァイオリンピアノ教室 発表会 13：00～ 無料 田中美幸ヴァイオリンピアノ教室 
090-9411-7112

12/24 土 聖夜を彩るピアノの響き 18：30～ 無料 （髙坂）090-9657-1882

12/25 日 ピアノ発表会 18：30～20：30 無料 チップンデール　090-7125-8791

12/26 月 安東京平・古本大志
ユーフォニアム・テューバデュオリサイタル 19：00～ 一般 2,000円

学生 1,000円 古本大志 （扇）090-1683-9432

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

12/18 日 知的障がい者との共生グループ「グラント」 
20周年記念「表現会」 13：30～16：30 無料 知的障がい者との共生グループ「グラント」 

（吉竹）090-7970-9654

12/24 土 ふるさと音楽会PRESENTS 
0歳から楽しめるクリスマスコンサート 13：30～15：00 一般 1,000円／学生 500円 

小学生以下無料 ふるさと音楽会 （河野）090-7123-4665

〒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11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。


