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立春も過ぎ、だんだん春の陽気になってきました。
気温差によって体調管理が難しい時期です。皆さん十分お気をつけください！
今月号からご紹介するのは、トルティーヤづくりです。ぜひ挑戦してみましょう★

暮らしに役立つ ビジネスマナー

フライパンでお手軽♪

トルティーヤづくり

～初級編～
4 月から社会に出て新生活を始める方も多いのではないでしょうか。
そんな初めての方にも役立つビジネスマナー《名刺交換や電話対応な
ど》初級編を学習します。初めて学ぶ方はもちろん、もう一度学び直
したい方もぜひご参加下さい！
[日時] 4 月 21 日（日）10：00～12：00
[場所] ドリームシップ 2 階 学習室 3
[対象] 18 歳以上の方
[定員] 15 名 ※応募者多数の場合抽選
[受講料] 500 円
[持参物] 筆記用具、名刺、名刺入れ、服装は任意
[申込締切] 4 月 12 日（金）必着

軽食やおやつにピッタリのメキシコやアメリカの伝統的な薄焼きパ
ン・トルティーヤを作ります。パン生地を手でこね、形を作り、フ
ライパンで焼きます。自分のパンを最初から完成まで作ります。
[日時] 5 月 26 日（日）10：00～13：00
[場所] ドリームシップ 3 階 料理教室
[対象] どなたでも参加可能 ※小学生以下は保護者同伴
[定員] 30 名 ※応募者多数の場合抽選
[受講料] 500 円
[材料費] 1,000 円
[持参物] エプロン、ふきん、手ふき用タオル
[申込締切] 5 月 10 日（金）必着

詳細はチラシやホームページ
またはお問い合わせ下さい。

CONtRAST

魅惑の室内楽

風のホール アコースティック・ライブシリーズ

辛島美登里

下関スペシャル･ライブ

Midori Karashima Shimonoseki Special Live

いつもは見えない心の芯まで響く歌

6 月 2 日（日）

3 月 17 日（日）

開演 15：00（開場 14：30）
ドリームシップ 海のホール

開演 19：00（開場 18：40）
ドリームシップ 風のホール

出

出 演
西谷 牧人 ／ 新居 由佳梨
(チェロ)

Member:松本圭司(ピアノ)
クラッシャー木村(ヴァイオリン)
Special Guest:川田健太郎(ピアノ)

(ピアノ)

プログラム
フランク：ヴァイオリンソナタ イ長調

プログラム

(チェロ編曲版)

サイレント･イヴ、愛すること
あなたに会えてよかった
ラプソディ･イン･ブルー

ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
ほか

全席指定

一般 3,500 円

（通し券：6,500 円）
◆財団友の会・会員は一般のみ 3,200 円
◎小中高生 20 名様をご招待！

演

辛島美登里

(2 台ピアノヴァージョン) ほか

発売中
※未就学児の入場不可。

全席指定

発売中

一般 5,000 円

◆財団友の会・会員は 4,500 円

※未就学児の入場不可。

※通し券や小中高生招待についての詳細はお問い合わせ下さい。

プレイガイド

プレイガイド
ドリームシップ、下関市民会館、下関市役所売店、シーモール「ラン」
アブニール(菊川)、ローソンチケット(L コード：61379)

ドリームシップ、下関市民会館、下関市役所売店、シーモール「ラン」
アブニール(菊川)、ローソンチケット(L コード：61844)
チケットぴあ(P コード：141-029)

主催：permanent reality、公益財団法人 下関市文化振興財団

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、

ちょっと一息

プラザ探訪・極
今回は、1 月 26 日 に海のホールロビーで行った“にぎわいの創出事業”と 1 月 27 日に
学習室３で行った“オシャレなハンドウォーマーを作ろう”を探訪します。
年に 1 回程度、海のホールロビーで行うにぎわいの創出事業ですが、今年はオカリナのコ
ンサートを開催しました。当日は雪が降って大変寒い日でしたが多くの方にお越しいただき、
「また君に恋してる」
「見上げてごらん夜の星を」などを演奏し、オカリナのやさしい音色
で来場者の皆さんは癒されていました★
そして、ハンドウォーマー作りの講座です。冬にピッタリのハンドウォーマーを 2 時間集
中して作りました。今回はカギ針編みで、2 本の糸を同時に扱いながら作る作り方だったの
で少し難易度が高かったようでした。これまで経験があっても久しぶりにする方が多く、皆
さん記憶を辿りながら編み進めていき、それぞれ作成進度が違うので個別に講師に教えても
らいながら時間いっぱい楽しんでいました。片手の途中までしか出来なかったものの、家に
帰って作る意欲が溢れていたので、ぜひなるべく早く作り上げて、今年中に使い始めてもら
いたいです。皆さん頑張って下さい★

ザ！ぶたい
★舞台のもの、これなんだろう？クイズ！

○今月はこちら→【正解は来月号にて】→

2 月号の正解は→ 平台 です！
平台は、これまで何度か言葉では登場していましたが、まだご紹介していなかった道具です。
舞台上で通常の高さより高い舞台を作るときに平台を使います。高さは統一で 4 寸（121 ㎜）
大きさは様々ですが主に、3 尺×6 尺（909×1818 ㎜）
、4 尺×6 尺（1212×1818 ㎜）
、6 尺×6
尺（1818×1818 ㎜）などがあり、箱足や木台などを使って高さを調整します。更に広い台にす
るときは平台を横に並ばせツカミで連結して固定します。主に、演劇や吹奏楽、合唱などで使
うことが多く、それぞれ用途に合わせて大きさを変えて平台を組みます。

下関市文化振興財団[友の会]からのお知らせ
会員募集中
○年会費
○特 典
○入会受付
○お問合せ

１

会員期間 は入会日から
翌年の同月末までです。

２

チケットの先行発売日に会員であれば、
先行でチケットをご購入いただけます 。（同時入会可）

※ 詳細は 友の会 事務局 まで。
個人会員 2,000 円
グループ会員 3,000 円
財団指定の文化事業のチケット先行発売・割引。文化イベント情報誌「かるちゃあ GUIDE」の無料送付。その他特典があります。
下関市民会館及びドリームシップでのみ行います。郵便振替をご希望の方は、ご連絡いただければご送付いたします。(払込手数料無料)
チケット先行発売日に同時入会も可能です。詳しくはお問い合せください。
友の会事務局（下関市民会館内） TEL.083-231-6401

☆財団文化事業 チケット発売中公演☆
※詳細はお問合せ下さい。
・3/3(日) 橋元才平翁記念 第 21 回ファミリーコンサート 仲道郁代・仲道祐子デュオリサイタル[市民会館]
・3/17(日) CONtRAST 風のホールアコースティック・ライブシリーズ[ﾄﾞﾘｰﾑｼｯﾌﾟ]
・3/24(日) Sonar Pocket 10th Anniversary Tour flower[市民会館]
・4/20(土) 竹原ピストル One for the show tour 2019[市民会館]
・5/1(水･祝) だいすけお兄さんの世界迷作劇場下関公演[市民会館] ・5/21(火) 松山千春コンサート・ツアー2019[市民会館]
・6/2(日) 辛島美登里下関スペシャル・ライブ[ﾄﾞﾘｰﾑｼｯﾌﾟ]
・6/7(金) 高嶋ちさ子 with Super Cellists[市民会館]
・6/28(金) 赤間関市市制施行百三十年記念 坂東玉三郎 下関特別公演[市民会館]

お問い合わせ
ドリームシップ

（下関市生涯学習プラザ）

[指定管理者：公益財団法人 下関市文化振興財団]

山口県下関市細江町三丁目 1 番 1 号
☎083-231-1234

