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写真募集

第2回 懐かしの写真展 ～山陽道～

山陽道の唐戸・長府・小月・吉田地域を対象として、「第2回 懐かしの写真展」を行います。
山陽道沿いには、かつて山陽電気軌道、旧唐戸市場、長府外浦町のマリンランド、長府野球場、長府楽
園地、小月競馬場、吉田宿などがありました。山陽道をにぎわせていた懐かしい風景や街並み、建造物、
地域の祭りなど、昔の写真がお宅や会社などに眠っていませんか？
皆さんがお持ちの写真を是非お寄せください。
＜応募締切＞令和４年1２月２８日(水)
＜応募方法＞ 生涯学習プラザ窓口
氏名(提供者名)、住所、連絡先、いつ頃(年代)の写真・場所か、写真のタイトルを明記の上、ご応募ください。
＜写真内容＞ 山陽道（唐戸・長府・小月・吉田地域）の懐かしい風景や街並み、建造物、地域の祭りなど
※撮影場所や時期が不明のもの、人物写真などはご遠慮ください。
＜写真の種類＞ プリント写真（ネガは不可）
※加工・編集されたものはご遠慮ください。リサイズ可。
※許可なく転写した写真はご遠慮ください。
※写真の大きさは、原則四切ワイド（254mm×365mm）まで。

「第２回 懐かしの写真展～山陽道～」

＜写真の掲出＞ 応募された写真を額装して展示
※写真は展示期間終了後に返却します。

＜期間＞

令和５年2月６日(月)～１９日(日)
9:00～22:00
＜展示場所＞
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下関市生涯学習プラザ
１階・コミュニティースペース

◆詳しくは生涯学習プラザまで TEL.083-231-1234

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♪

こども♪クラシック2022

ソ田
プ
ラ綾
ノ乃

<申込先>

〒750-0025 下関市竹崎町4丁目5-1
下関市文化振興財団 「こどもクラシック係」 まで
申込締切：２０２2年12月16日(金)消印有効
新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力ください。
検温、マスク着用、手指消毒、３密回避など

)

記入のうえ、下記申込先までご応募ください。
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【観覧申込方法】 往復はがきに必要事項を

)

※年齢による入場制限はありません。
未就学児入場OK！
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）

出演

(

開演 1４：00 （開場13：30）
ドリームシップ 海のホール

「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？
今回はマリンバなどの打楽器が登場します。
たのしい♪ステキな響きをお楽しみください。
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◆必要事項◆ ＊往復はがき１枚につき６名まで入場できます。
「往信おもて」・・・申込先の郵便番号、住所、宛名
「返信うら」・・・・・何も書かないでください
「返信おもて」・・・観覧希望代表者の（１）郵便番号 （２）住所 （３）氏名
「往信うら」・・・・・（１）観覧希望者の人数 （２）観覧希望の代表者の氏名・年齢
（３）観覧希望の同行者全員の氏名・年齢
（４）代表者の連絡先 （５）代表者の住所

お問い合わせ：(公財)下関市文化振興財団 TEL.083-231-6401
※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。
https://s-dreamship.jp/

講習会 SDGsを考える 第4回 性の多様性を考えよう

『カミングアウト』

と 『アウティング』

９月２４日、山口県環境生活部男女共同参画課の粟井氏を講師にお迎えし
て、講習会を開催しました。１１月号では講習内容の一部を紹介します。
カミングアウト ・・・ 自分の性のあり方を誰かに打ち明けること。
アウティング

・・・ 本人の了解なく、本人が公表していない性的指向や性
自認を第三者に暴露すること。

アウティングは、たとえ悪意がなくても重大な人権侵害であり、周囲から
の差別やからかいの原因となって、最悪の場合は本人の自殺につながるこ
ともあります。もし友人などからカミングアウトされた場合は、まずはしっか
りと話を聴き、必要に応じて他に誰が知っていて、誰に話していいかを確認
し、絶対にアウティングしないように気をつけましょう。

体験会

モルックを体験しよう

Ａ
講座

モルックはルールが簡単で、力や体力、年齢に関係無くど
なたでも楽しめるスポーツです。この機会に「モルック」を
体験してみませんか？

クリスマスの B
デコ巻きずし教室

デコ巻きずしは、酢飯や具材でパーツを作り、巻
き方を工夫して断面に図柄を描きます。今回は
断面がプレゼントサンタになるように作ります！

日時 １１月２５日(金) １０:３０～１１:３０
場所 ２F 多目的ホール 定員 ３０名（先着）

日時 １２月１８日(日) 10:00～1３:00
場所 3F 料理教室 定員 １８名

対象 どなたでも参加可能

対象 どなたでも参加可能

講師 下関市観光スポーツ文化部スポーツ振興課

講師 下手 知子 先生（日本デコずし協会マイスター こむぎ巻子）

受講料 無料 ※動きやすい服装でお越しください。

持参物

申込受付 申込受付中！～定員になり次第締切

参加費 １,５0０ 円

小学生以下は要保護者付添

エプロン、三角巾、持ち帰り用タッパー、（お持ちの方は）電子はかり

申込締切 １２月6日(火)必着

※締切日が変更になりました。 12月2日（金）→ 12月6日（火）

体験会

Ａ

本の修理体験

講座

～本を修理してみませんか？～

１２月１０日(土)

場所 ３F 工作工芸室

日時 ２月５日(日) １０：００～１２：００
場所 3F 工作工芸室 定員 １８名

１４:００～１５:３０

定員 １５名（先着）

対象 どなたでも参加可能

対象 どなたでも参加可能

参加費 無料

参加費 １，９００ 円

持参物 （お持ちの方は）修理したい本

申込締切 １月２０日(金)必着

申込受付 １１月１日（火）～定員になり次第締切
＜体験会の申込方法＞ 体験会名・・・「モルック」「本修理」
▶ 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体験会名 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。

小学生以下は要保護者付添

講師 古川 恵子 先生

講師 下関市立中央図書館 職員

Ａ

B

小物入れにグルーガンなどでリボンや布を貼り付けデコ
レーションし、オリジナルの作品を作ります！

ご家庭などで本が破れてしまったことはありませんか？
破れた本をご自身で修理してみませんか？

日時

小物入れをリボンでデコろう

※写真はイメージです。

B

＜講座の申込方法＞ 講座名・・・ 「デコ巻きずし」「リボン」
▶ 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

▶ 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

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/

