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新元号「令和」に決まり、新たにスタートする時代の幕開け。気持ちを新たに、希望や期待を膨らませ
皆さんも何かしらチャレンジするのもいいかもしれませんね。そこで！生涯における趣味作りの“きっかけ”
としてプラザで行う講座がお役に立てれば…。参加された方はみんな笑顔で、面白かった！良かった！また家
でも作ってみよう！といったお声が聞かれますよ！

フライパンでお手軽🎵

手ごねトルティーヤづくり！

日 時 5月26日（日）10:00～13:00
場 所 ドリームシップ 3Ｆ・料理教室
定 員 30名
対 象 どなたでも参加可能

※小学生以下は保護者同伴

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

色えんぴつぬりえ教室

日 時 6月22日（土）10:00～12:00
場 所 ドリームシップ2Ｆ・学習室3
定 員 20名
対 象 どなたでも参加可能

※小学3年生以下は保護者同伴

受講料 500円 材料費 300円
持参物 色鉛筆（12色以上）

※クーピーペンシルや水彩色鉛筆などは不可

申込締切 6月7日（金）必着

クラフトバンドで
かわいいカゴを作ろう

日 時 7月24日（水）10:00～12:00
場 所 ドリームシップ3Ｆ・工作工芸室
定 員 20名 対 象 一人でも参加できる小学生
受講料 500円 材料費 500円
持参物 はさみ、洗濯バサミ5個
申込締切 7月12日（金）必着

辛島美登里下関スペシャル・ライブ
いつもは見えない心の芯まで響くうた

出演
辛島美登里

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)

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：61844)
チケットぴあ (Pコード：141-029)

全席指定 一般 5,000円
◆財団友の会・会員は4,500円
※未就学児入場不可

主催：公益財団法人 下関市文化振興財団、

6月2日(日) 開演15:00（開場14:30）

ドリームシップ海のホール

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
(  2台ピアノヴァージョン)  ほか

Special Guest
川田健太郎(ピアノ)

下関市生涯学習プラザだより

▼講座の申込方法は裏面をご覧ください。

CONtRAST 2019

礒絵里子 Violin ＆新居由佳梨 Piano

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)

全席指定 一般 3,500円
◆財団友の会・会員は3,200円
※未就学児入場不可

主催：permanent reality、公益財団法人 下関市文化振興財団

8月18日(日) 開演19:00（開場18:40）

ドリームシップ風のホール

DREAM SHIP 風のホール
アコースティック・ライブシリーズ

C.フランク：
ヴァイオリンソナタイ長調

E.エルガー：愛の挨拶
F.クライスラー：
愛の悲しみ
スペイン舞曲 ほか

ロマン派室内楽ソナタの金字塔「フランク：ソナタイ長調」

下関市内在住の
小・中・高生 20名様ご招待

※詳細は要問合せ

時空を超えて愛奏される
傑作！
風のホールの響きを味わう
至福の音楽体験にご期待く
ださい。

発売中 発売中

よく噛んで健康に！
バテない体づくり料理教室

日 時 6月29日（土）10:00～13:00
場 所 ドリームシップ3Ｆ・料理教室
定 員 24名 対 象 どなたでも参加可能
受講料 500円 材料費 800円
持参物 エプロン、ふきん、手ふき用タオル
申込締切 6月14日（金）必着

new

さあ Let‘s challenge～🎵

new

Program

Program



○年会費 個人会員2,000円 グループ会員3,000円
○特 典 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。

○入会受付 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。

○お問合せ 友の会事務局（下関市民会館内）
TEL.083-231-6401

会員募集中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。

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
〒750-0016 下関市細江町三丁目1番1号

📞 083-231-1234
📠 083-242-6234

<会場：ドリームシップ>

・6/2(日) 辛島美登里下関スペシャル・ライブ
・8/18(日) CONｔRAST

礒絵里子(ヴァイオリン)・新居由佳梨(ピアノ)

<会場：下関市民会館>

・5/1(水･祝) だいすけお兄さんの世界迷作劇場下関公演
・5/21(火) 松山千春コンサート・ツアー2019【SOLD OUT】

・6/7(金) 高嶋ちさ子with Super Cellists
・6/28(金) 坂東玉三郎下関特別公演
・7/13(土) ジブリの思い出がいっぱい
・8/4(日) 杉並児童合唱団下関公演

階段の地面に対して垂直になる部分のことを「ケコミ」と
いいます。「建築上の補強」などの意味で建築の世界から
生まれたといわれていますが、舞台での「ケコミ」は客席
からの「見た目」や移動の際の「軽さ」などが重要視され
ることが多いです。大きさは、これまでご紹介した、“平
台、開き足、箱足、木台”の縦・横・高さに合うように
なっており、プラザには全部で10種類の大きさのものがあ
ります。色は写真のように灰色で、ケコミがあるのとない
のでは、ステージの綺麗さや印象が違ってきます。

ザ！ぶたい これってなぁに？ ケコミ

プラザ探訪

財団文化事業 <チケット情報>
※詳細はお問合せ下さい。

下関市文化振興財団[友の会]からのお知らせ

発売中

財団生涯学習事業 <講座の申込方法>

▶往復はがき ※往復はがき1枚につき2名様まで

「往信うら面」①講座名 ②住所 ③氏名・年齢（参加者全員）

④電話番号

「返信おもて面」住所、氏名をご記入のうえドリームシップまで。

▶ドリームシップ専用申込用紙と返信用の62円切手を添えて
直接申し込み

※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。
※電話番号は、日中ご連絡が取れる番号をご記入ください。
※締切後3日以内に発送いたしますが、郵便事故等で1週間以内に
届かない場合はご連絡ください。

※消えるペン（フリクション等）を使用してご記入されると、郵便時に消える場合
がありますので、ご使用されないようご注意ください。ドリームシップ

QRコード

ケコミあり

ケコミなし

▲セットで組むと
こんな感じになります。

財団が行う生涯学習事業≪講座≫について

財団では、地域社会の活性化、高齢者の社会参加、青少年
の健全育成などを目指し、市民一人一人の自己実現のため
市民の方々の「学びたい！」という気持ちに応えられるよ
う様々なジャンルの生涯学習事業を展開し、サポートをし
ています。
また、生涯学習の場としてだけでなく、交流の場として参
加者同士の交流をはかり、継続的な学習環境を提供するこ
とにより、生涯学習社会の実現に寄与することを目的に
行っています。

改めまして！
ドリームシップはこんなところ・・・②

様々なジャンルを展開していきます！

物づくり

料理教室

運動教室

実技講習会

楽器教室


