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Shimonoseki City Lifelong Learning Plaza

小中学生のこどもにもわかりやすいクラシックコンサート♪
「クラシックコンサートってどんなかんじ？」
「クラシックはむずかしそう…」と思っている方も、
この機会に こどもと一緒に“ホールデビュー”しませんか？
今回は和楽器も登場します! 和と洋の響演をお楽しみください♪
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※年齢による入場制限はありません。
大人の方のみでの申込も可能です。
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（下関市生涯学習プラザ）

（要観覧申込）

(

出演

開演 11：00（開場10：00）
ドリームシップ 海のホール

入場無料
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和!

【観覧申込方法】 往復はがきに必要事項を

◆必要事項◆ ＊往復はがき１枚につき４名まで入場できます。 詳しくは
「往信おもて」・・・申込先の郵便番号、住所、宛名
こちら→
「返信うら」・・・・・何も書かないでください
<申込先>
「返信おもて」・・・観覧希望代表者の（１）郵便番号 （２）住所 （３）氏名
〒750-0025 下関市竹崎町4丁目5-1
「往信うら」・・・・・（１）観覧希望者の人数 （２）観覧希望者全員の氏名・年齢
下関市文化振興財団 「こどもクラシック」 係まで
（3）代表者の連絡先 （4）代表者の住所

記入のうえ、下記申込先までご応募ください。

申込締切：２０２１年11月5日(金)必着

お問い合わせ：(公財)下関市文化振興財団 TEL.083-231-6401

参加者募集
2022年

海のホールを貸し切り！
ホール舞台体験してみよう

～海のホールでひとときを～

会
場 ・・・ ドリームシップ 海のホール
募集対象 ・・・ どなたでも参加可能（個人・グループ可）
内
容 ・・・ 生音で演奏できるもの (例…スタインウェイ、
管楽器、クラシックギター、ヴァイオリン、声楽など)

使用楽器 ・・・ スタインウェイ D-274
その他の楽器は参加者持参
参 加 費 ・・・ 1区分 2,000円
利用設備 ・・・ 音響反射板、空調、基本照明、
ピアノ椅子、足台(2台)、譜面台 など

＜注意事項＞

A
B
C
D
E
F
G

10:00～10:50
11:00～11:50
12:00～12:50
13:00～13:50
14:00～14:50
15:00～15:50
16:00～16:50

※今まで「Let’s play スタインウェイ」として
実施してきましたが、今回から、音楽のジャン
ルを広げ、内容を変更し実施します。

・利用の時間帯には、準備から退場までの全ての時間を含みます。
・利用設備（音響反射板、空調、基本照明、椅子、譜面台等）の使用料はかかりません。
・体験の機会を提供する事業です。レッスンや営利目的での参加はできません。
・詳しくはお問い合わせください。

＜応募方法＞
専用の応募用紙（チラシ裏面）に、希望の時間帯など必要事項を記入のうえ、
＜お問い合わせ＞ドリームシップ（下関市生涯学習プラザ）
ドリームシップ1階窓口に持参、またはE-mail・FAX・郵送でお申込みください。
〒750-0016 下関市細江町3丁目1番1号
※専用の応募用紙は、ドリームシップなどに備え付けているほか、
TEL：083-231-1234 FAX：083-242-6234
ホームページ [https://s-dreamship.jp] からもダウンロード可。
E-mail： jigyou@s-dreamship.jp
HP： https://s-dreamship.jp
●申込締切 202２年 1月３１日（月）必着

懐かしの写真展 ～細江町界隈～
期間

展示写真（一部）

12月13日(月)～26日(日)
9:00～22:00

場所 ドリームシップ １階
コミュニティースペース
細江町にかつて下関駅やホテル、百貨店などが
あったのをご存じですか？ 明治から昭和の時代
を振り返り、懐かしい風景や街並み、建造物、地域
の祭りなどの写真を展示します。

▲旧下関駅（大正6年ころ）

講座

講習

SDGｓを考える 第２回

下関から流れた海ゴミはどこへ？
港町下関が抱える海ゴミ問題についてお話します。

日時 11月21日(日) 10:00～11:30
場所 2F 学習室
受 講 無 料
定員 30名（先着）
対象 どなたでも参加可能
申込期間 受付中～定員に達し次第締切
申込方法は（Ｂ）へ

講座

対象 どなたでも参加可能
受講料 500円
材料費 1,000円

小学２年生以下は
保護者同伴

申込締切 11月12日(金)必着

講座

きららガラス未来館 出張体験教室

定員 18名 対象 どなたでも参加可能
材料費 1,280円
申込締切 11月19日(金)必着
申込方法は（Ａ）へ

感染拡大防止に
ご協力ください。
月
日(日) 10:00～12:00

日時 12 12
場所 3F 工作工芸室
定員 1０名

小学2年生以下は保護者同伴

アレンジ

対象 どなたでも参加可能
受講料 500円 材料費 1,500円
申込締切 11月26日(金)必着
申込方法は（Ａ）へ

＜講座の申込方法＞

応募者多数の
場合は、抽選

講座名・・・ 「クラフトバンド」
「ジェルキャンドル」 「水引き」

▶ 往復はがき

日時 11月23日(火・祝) 10:00～12:00
場所 3F 工作工芸室 定員 18名

申込方法は（Ａ）へ

日時 1２月５日(日) 10:00～12:00
場所 3F 工作工芸室

Ａ

▲山陽百貨店
（昭和十年代）

▲文化会館（昭和46年）

（写真提供 下関市）

※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

▶ 生涯学習プラザ窓口

（受付9:00～19:00）

ドリームシップ専用申込用紙に返信用の63円切手を
添えて申込みください。 ※１件の申込につき、２名まで

Ｂ ＜講習会の申込方法＞

感染拡大防止に
ご協力ください。

先着30名
で締切

講習名・・・「SDGs 海ごみ」

検温
マスク着用
手指消毒
3密回避
など

▶ 生涯学習プラザ窓口 （受付9:00～19:00）
▶ Ｆ Ａ Ｘ 083-242-6234
▶ Eメール jigyou@s-dreamship.jp
※１件の申込につき、２名まで
※FAX、Eメールの場合
①講習名 ②住所 ③氏名・年齢(参加者全員)
④電話番号を記入のうえ、申込みください。

※新型コロナウイルス感染
拡大防止にかかる施設の
利用について、詳しくは
ホームページをご覧くだ
さい。

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/

