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下関市生涯学習プラザだより
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下関市文化振興財団が主催する公演や講座の参加案内など、プラザ情報が満載！

ソープカービング教室

講座名

元々はタイの宮廷から伝わる伝統工芸で、石けんを専用
ナイフで彫刻（カービング）するのがソープカービングです。
今回は基本の彫り方を学び、作品一点を作ります。

日 時

８月23日(日)

１回目・・・10:00～12:00
２回目・・・13:30～15:30
場 所 ドリームシップ 3F 工作工芸室
定 員 各回１0名
対 象 小学5年生以上
※小学生の参加は保護者付添い
（２人で１つを作成）

受講料 500円 材料費 1,000円
＜作品例＞
持参物 エプロン、眼鏡(必要な方)
申込締切 ８月7日(金)必着 [申込方法裏面]
※往復はがきに１回目か２回目のどちらかをご記入ください。

体験学習

海・風のホール
バックステージツアー

講座名

パワーストーンで
ブレスレットづくり

パワーストーンって何？ 相性や組み合わせは？
まず石について知り、次に扱い方やブレスレットを作る際
のコツを学びます。それから、好きな石を選び、オリジナル
のブレスレットを作ります。この機会に、ご自身のための
ブレスレットを作ってみませんか。

８ 30

日 時
月
日(日) 10:00～12:00
場 所 ドリームシップ ２F 学習室１・２
定 員 ２0名
対 象 どなたでも参加可能
受講料 500円 材料費 1,000円
持参物 筆記用具
申込締切 8月14日(金)必着 [申込方法裏面]

＜作品例＞

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について
当財団が主催する公演や講座は、募集定員を縮小し、
実施にあたっては、消毒、換気、３密等に留意しながら
行います。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
また、発生状況等により変更になる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

8月18日(火)
14:00～15:30
ドリームシップ 海のホール・風のホール
舞台周辺や楽屋など普段は入れないバックステージを
ご案内するホール内見学ツアー。
この機会に舞台裏を探検してみませんか。
ホールの裏側をのぞいてみたら、劇場に来るのがもっと
楽しくなるかも♪

定 員 10名
対 象 小学3年生以上中学生まで
※一人でも参加できる児童・生徒
※保護者付添いの場合、舞台裏見学中は客席で待機して
いただきます。あらかじめご了承ください。

参加費 無料
服 装 動きやすい服装・運動靴
※入り組んだ所の歩行や階段の昇降があります。

申込締切 8月7日（金）必着

※応募者多数の場合抽選

申込方法
専用申込用紙に必要事項をご記入のうえ、
ドリームシップ1階事務所までご持参いただくか
郵送、FAXでお申込みください。
（専用申込用紙は、ホームページからダウンロードできます。）

ホール・諸室の利用について
現在生涯学習プラザでは、新型コロナウイルス感染症
の拡大防止のため、ホールや諸室貸出しの際に、利用人数
の縮小や消毒等の防止対策及び施設利用チェックシート、
利用者名簿の作成をお願いしています。
なお、今後の感染状況及び国・県の方針（ガイドライン）等に
より、利用の条件を変更することがありますので、あらか
じめご了承ください。
※施設の利用人数については、裏面に掲載しています。
※情報は、６月16日現在のものです。最新情報が入り
次第、ホームページやSNSにてお知らせしますので
ご確認ください。

<お願い>
○来館時は、以下の感染防止対策をお願いします。
・マスクの着用（持参）
・施設入口での手指消毒 （施設入口に消毒液あり）
・来館前に検温を行い、発熱、喉・咽頭痛などの
症状がないか確認
＜お問い合わせ＞
下関市生涯学習プラザ TEL. ０８３-２３１-１２３４

施設の利用人数について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、３密回避の対策として、
当面の間、施設の利用人数を縮小しています。皆様のご理解とご協力
をお願いします。
2020年６月１６日現在の利用人数の目安は次のとおりです。
海のホール（大ホール） ３０９席（内 車椅子席2席）、親子室2席
ホ
ー
ル

風のホール（小ホール） 76席（内 可動38席、固定３８席）
平土間仕様
宙のホール（多目的ホール）
＊椅子のみ112席、＊長机・椅子の使用50席
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『新型コロナウイルスに関連する
表現や用語』
マスメディア等で、連日新型コロナウイルス関連
のニュースが取り上げられています。最近耳
にする関連用語を紹介します。
●ソーシャル・ディスタンシング（Social Distancing）

人数

1階 大練習室半面A

ちょっと豆知識

レクリエーション室① 11 レクリエーション室② 6

※今後の施設の利用人数、条件等は、状況により変更する可能性が
あります。詳しくは、お問い合せください。

「社会的距離の確保」と訳され、人と人との
距離を物理的に空けることで新型コロナウイ
ルスを含むウイルスの感染を防ぐための手段
のことです。 最近では、WHO（世界保健機関）
が「物理的な（physical）距離をとる」という
意味で、フィジカル・ディスタンシング（Physical
Distancing）という言葉を推奨するようにな
りました。
●パンデミック（Pandemic）

感染爆発

●クラスター（Cluster）

感染者集団や集団感染
●オーバーシュート（Overshoot）

爆発的に感染者が増えること
都市封鎖

●ロックダウン

プラザで定期的に活動されている生涯学習団体のご紹介

太極舞・コアトレ
●プラザでの活動
＜毎月 第１・２・３・４金曜日＞
時間 20:00～２０：５０
場所
＊第１・３ は、3階・レクリエーション室１
＊第2・４ は、３階・レクリエーション室2
太極舞で体を温めた後、体幹
トレーニング継続で腰痛軽減、
冷え症・姿勢 改善など。

※各団体の詳細については、
お問い合わせください。

一日も早く収束することを願います。

太極舞

Restaurant＆Café 『旬香』

●プラザでの活動
＜毎月 第１・２・３・４水曜日＞
時間 20:00～20:50
場所 3階・レクリエーション室1

営業時間11:00～15:00
休店／土・日曜日
※時間変更や臨時に休店する場合があります。

太極拳、ヨガ、気功を融合 した
ゆっくりとした全身運動、気血水
を促進します。

フィットネス太極舞

消しゴム
はんこ
『生涯学習プラザ 講座リターン 』

●プラザでの活動
＜毎月 第１・２・３・４土曜日＞
時間 10:30～11:20
場所 3階・レクリエーション室１

生涯学習プラザでは、インスタグラムや
ツイッターを活用し、過去に実施した講座の
中から、『生涯学習プラザ 講座リターン』
と題して、作品や料理ができるまでの工程
を動画で紹介しています。

下半身を鍛え健康寿命を延ば
します。「長持ちする体づくり」を
始めませんか。

第２弾は令和元年12月に実施した『消し
ゴムはんこ教室』を紹介しています。
ぜひご家庭でチャレンジしてみてください。

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に返信用の63円切手を添えて直接申込み
※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。

●下関市文化振興財団・友の会
＜会員募集中！＞
詳しくは友の会事務局（下関市民会館内）へ
TEL.083-231-6401
●各種チケット取り扱い
●貸館予約やお問い合わせ等
下記までお気軽にお電話ください。

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

TEL.083-231-1234 FAX.083-242-6234

☚
ドリームシップ
QRコード
httpｓ://s-dreamship.jp/

