








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

4/1 土 下関少年少女合唱隊 
第45回 スプリングチャリティーコンサート 17：30～19：30 999円（自由席） 下関少年少女合唱隊 

090-2294-8975

4/2 日 T.M.R. LIVE REVOLUTION 22-23 
ーVOTE JAPANー 17：00～ 全席指定 9,000円 （公財）下関市文化振興財団 

083-231-6401

4/16 日 下関市文化振興財団 友の会イベントVol.2 
仲道祐子　ピアノリサイタル 14：00～ 全席自由 2,000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

4/2 日 “三木妙子と50年間の弟子たち” 
記念演奏会（振替公演） 14：00～16：30 無料 三木妙子門下生、三木妙子門下生OBの会 

090-8717-0257

4/8 土 とらいあんぐる発表会
1部 10：00～ 
2部 13：00～ 
3部 16：00～

無料 とらいあんぐる 
083-259-8422

4/15 土 九州交響楽団打楽器奏者による 
リズムにのせて心おどるコンサート 14：00～16：00

小･中･高生 500円 
大学生 1,000円 

一般 1,500円

音楽・夢・未来プロジェクト 
090-1680-1781

4/23 日 ピアノ発表会
1部 13：00～13：45 
2部 14：00～14：45 
3部 15：00～15：45 
4部 16：00～16：45

無料 はなもとピアノ教室 
083-283-0299

4/29 土 妙真流吟道結愛会創立20周年記念 
吟剣詩舞道大会 10：00～16：00 無料 妙真流吟道結愛会 

090-2807-5022

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

4/28 金

春の茶道具銘品展

12：00～17：00

無料 茶道具おがわ 
093-512-40604/29 土 10：00～17：00

4/30 日 10：00～16：00

※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5年3月15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

4/6（木）
～10/2（月）

所蔵品展「明治36年の星彩、大衆に響く言の葉
を紡ぐー金子みすゞ、中本たか子、林芙美子　
生誕120年ー」

童謡詩人金子みすゞ、プロレタリア文学を牽引した中本たか子、林芙美子。下関とゆかり
の深いこの3人は、明治36年（1903）という同じ年に生まれました。当館の所蔵品の中か
ら、彼女たちの作品を紹介するものです。

  １階／ミニホール

4/2（日） 名画劇場『本日休診』 
（1952年、渋谷 実監督：97分）

上映…①10：00～　②14：00～　出演…淡島千景、柳 永二郞、角 梨枝子、鶴田浩二 ほか 
定員…40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

4/8 土 第10回 認知症 下関大会 13：00～16：20 500円
認知症を地域で支えるまちづくり

下関ネットワーク委員会 
（アイユウの苑）083-266-8287

4/9 日 第2回 田尾将実杯 西日本歌謡グランプリ 10：00～19：00 無料 西日本歌謡グランプリ実行委員会 
（境田）090-4654-7478

4/16 日 岡本知高ソプラニスタ リサイタル 14：00～16：00 6,000円 メロディー音楽企画 
（香河）083-231-7898

4/19 水
下関市民劇場 特別例会 

「バリモア」

18：30～20：30
一般 6,000円 
会員 4,000円

下関市民劇場 
083-232-4065

4/20 木 13：00～15：00

4/29 土 ピアノ発表会 13：00～16：00 無料 下関音楽教育研究会 
（久保）083-282-1468

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

4/2 日 スプリングコンサート 10：30～16：00 無料 PSTAの会　090-4109-6903

4/9 日 レトルコンサート 14：00～16：00 無料 レトルピアノ・エレクトーン教室 
083-232-2771

4/16 日 ピアノ発表会 10：00～14：00 無料 下関音楽教育研究会 
（梶山）083-292-1170

4/19 水
馬関シネクラブ 4月例会

19：00～
会員制 

（当日入会可）

馬関シネクラブ 
083-228-2255 

（山本）070-5522-65034/20 木 ①10：30～
②14：00～

4/23 日 ピアノ発表会
①11：00～
②14：00～ 
③17：00～

無料 橋口奏子ピアノ教室 
083-252-2693

4/28 金 ワンコイン ミニコンサートシリーズ Vol.1 
チューバとピアノのコンサート 19：00～19：45 500円 

※未就学児無料
（弘中晴菜）090-7775-4594

tuba.hironaka@gmail.com

4/29 土 ピアノ発表会 14：00～16：30 無料 （森本礼子）090-1017-7566

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

4/23 日 山口県珠算競技大会及び全国大会予選会 10：00～15：00 無料 全国珠算学校連盟 山口県支部 
（出口）083-255-6850

4/29 土 grooVy Dance Festival 2023 13：00～16：00 3,000円（当日500円増） Dance Studio grooVy 
093-287-0818

〒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3月15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。


