








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

2/4 土 明石家さんま座長公演 
笑輪の笑い～Born ready達～全国ツアー 

山口公演

17：30～

販売予定枚数終了 （公財）下関市文化振興財団 
083-231-6401

2/5 日 ①12：30～ 
②17：00～

2/11 土 建国記念の日奉祝市民大会 14：20～ 無料 住吉神社 
083-256-2656

2/14 火 前川清ファミリーコンサート 18：30～20：30 S席 6,800円 ソワード株式会社
0956-22-2036

2/19 日 田川ヒロアキコンサート
Music Traveling 2023 17：00～ 一般 4,000円 

学生 1,000円
（公財）下関市文化振興財団 

083-231-6401

2/25 土 恐竜ラボ！ ディノ・サバイバル DINO-A-LIVE
①10：30～ 
②13：30～ 
③16：30～

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｼｰﾄ 5,800円 
S席 4,200円 
A席 3,800円

（公財）下関市文化振興財団 
083-231-6401

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

2/17 金

映画「教育と愛国」上映会

18：30～20：20

999円 「教育と愛国」上映実行委員会 
090-2087-8913

2/18 土 ①10：00～11：50 
②14：00～15：50

2/19 日 「杜人～環境再生医 矢野智徳の挑戦～」 
上映会と監督トーク

①10：30～12：50 
②13：30～15：50

500円 
※18歳以下無料

グリーンコープやまぐち生活協同組合 
組合員事務局　083-229-2945

2/22 水 令和4年度下関市人権ステップアップ講座 14：00～16：00 無料 下関市市民部人権・男女共同参画課 
083-222-0827

2/25 土 上方落語家　桂二葉が来るっちゃin下関 
桂二葉 落語会 vol.1 14：00～

一般 2,500円 
U-25 1,500円

（当日要身分証） 
※当日500円増

たのしく落語をきく会 
090-2038-5457

※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5年1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） 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

2/5（日） 名画劇場『古都』 
（1963年、中村登監督：105分）

上映…①10：00～　②14：00～　出演…岩下志麻、吉田輝雄、早川保、長門裕之 ほか 
定員…30名　要予約　観覧…無料

  ２階／田中絹代記念館

1/5（木） 
～6/26（月） 所蔵品展「先帝祭/絹代と木暮へのまなざし」

明治維新100年を迎えた昭和43年（1968）、田中絹代と木暮実千代が先帝祭に特別参
加しました。市民の皆様から寄せられた先帝祭当日の写真や、絹代が赤間神宮から贈
られた記念品などを紹介いたします。

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

2/4 土 令和4年度下関市小学校音楽交歓発表会 13：00～15：50 関係者のみ 下関市教育研究会小学校音楽部 
（田谷）083-266-0718

2/25 土 Let's Enjoy ミュージック♫ 
～海のホールでひとときを～ 10：00～16：50

参加者：要事前申込 
観覧無料 

※入場不可の時間帯あり

（公財）下関市文化振興財団 
（ドリームシップ）083-231-12342/26 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

2/4 土 ピアノ・エレクトーン発表会 ①10：00～ ②15：00～ 無料 ドルチェの会　090-4340-2848

2/5 日 しきあふさ23室内楽コンサート 14：00～15：30 一般 1,000円 
高校生以下 500円

アンサンブルしきあふさ 
（森下）090-9798-1589

2/18 土 ニューヨークの春をプレゼント 
大曲翔ヴァイオリンリサイタル 14：00～15：30 4,000円　ペア券 7,000円 NPO法人芸術・文化若い芽を育てる会 

080-5626-2010

2/19 日 植田響平チューバ・リサイタル2023in下関 18：00～20：00 一般 2,000円 
高校生以下 1,000円 （植田響平）080-6338-5848

2/22 水 公益社団法人下関法人会  
伊藤謙介氏講演会 未定 無料　※要事前申込 （公社）下関法人会事務局 

083-232-6235

2/23 木 ピアノ・エレクトーン発表会 10：00～16：30 無料 （大迫）090-5690-7600

2/25 土 RDD2023　山口 13：30～16：00 無料 NPO法人おれんじの会　090-5551-9557

2/25 土 馬関シネクラブ2月例会 
映画「クレッシェンド～音楽の架け橋～」

19：00～ 会員制 
（当日入会可）

馬関シネクラブ　083-228-2255 
（山本）070-5522-65032/26 日 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

2/5 日 親と乳幼児のためのココロとカラダ喜ぶ
ワークショップ「からだであそぼう」 10：30～11：30

一般 2,000円 
0歳～小学生 500円 
（当日各500円増）

NPO法人下関子ども・子育ちネット 
083-246-7800

2/5 日 カテリーナ古楽合奏団 
中世・ルネサンス音楽会 16：00～17：30

一般 3,000円 
小学生～高校生 1,500円 

（当日各500円増）
※未就学児入場不可

NPO法人下関子ども・子育ちネット 
083-246-7800

2/8 水 令和4年度女性活躍推進セミナー 14：00～16：00 無料 下関市市民部人権・男女共同参画課 
083-231-7513

2/19 日 第1回「下関にほんごスピーチコンテスト」 13：30～16：00 無料 NPO法人にほんごコミュニティ 
（杉原）090-5706-2503

2/26 日 あべ弘士さんとどうぶつをつくろう 10：30～12：00

大人 1,000円
中学生以下 500円 
親子ペア 1,200円 

（当日各200円増）

こどもと本ジョイントネット21・山口 
（こどもの広場）083-232-7956

2/26 日 旅から絵本ができた 
～〈北極〉から〈シートン〉まで 14：30～15：30

大人 1,000円
中学生以下 500円 
親子ペア 1,200円 

（当日各200円増）

山口県子ども文庫連絡会 
（こどもの広場）083-232-7956

〒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5年1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。


