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Shimonoseki City Lifelong Learning Plaza
下関市生涯学習プラザだより。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！

※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/

講座

日時 ２月１２日(日) １０：００～１２：００

場所 3F 料理教室 定員 １６名

対象 どなたでも参加可能

講師 川村 咲喜 先生（腸活サロンLino）

受領料 ５００ 円

材料費 １，０００ 円

持参物 エプロン、手ふき用タオル

持ち帰り用タッパー

申込締切 １月２７日(金)必着

小学生以下は要保護者付添

味噌玉とは、味噌と好みの具材を丸めて作る手作りインス
タント味噌汁の素です。冷凍庫で1か月ほど保存可能であり、
お湯をかけるだけで完成するので、作り置きに最適です！

＜講習会の申込方法＞ 講習会名・・・「認知症」

▶ 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。

Ａ ＜講座の申込方法＞ 講座名・・・ 「リボン」「みそだま」「お魚」

▶ 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

B

講座

日時 １月２８日(土) １０：００～１１：１５

場所 ２F 多目的ホール

定員 ５０名（先着）

※定員に達し次第締切

対象 どなたでも参加可能

講師 酒井 弘充 先生

（そうごう薬局 新下関店）

受講料 無料

認知症とはどういった病気なのか、加齢による物忘れと
はどう違うのか、初期症状のサイン、予防するには、薬剤
に関して、など最新の学術情報を盛り込んで、認知症全般
についてお話します。

講座

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！

日時 ２月５日(日) １０：００～１２：００

場所 3F 工作工芸室

定員 １８名

対象 どなたでも参加可能

講師 古川 恵子 先生（リボン講師）

受講料 ５００ 円

材料費 １,４００ 円

申込締切 １月２０日(金)必着
※写真はイメージです。

講座

日時 ３月４日(土) １０：００～１２：００

場所 3F 料理教室 定員 １２名

対象 中学生以上 講師 大久保 千代 先生

受領料 ５００ 円 材料費 １，０００ 円（３匹程度）

持参物 エプロン、三角巾、布巾、手ふき用タオル

普段使っている万能包丁を持参可能

持ち帰り用保冷バッグ＆保冷剤

申込締切 ２月１７日(金)必着

初心者でも扱いやすいアジを使って、三枚おろしなどの
さばき方を学びます。
さばき方を習って様々な魚料理を楽しみましょう！
※天候等により魚種を変更する場合があります。

さばいた魚はお持ち帰りいただきます。

※写真はイメージです。

（お魚ひろめ隊 代表 シーフードマスター）

ドリームシップ全館臨時休館のお知らせ
（下関市生涯学習プラザ・下関市立中央図書館）

臨時休館日：令和５年２月２４日（金）

消防法に基づく消防設備の保守点検のため

Ａ B

B B

小学生以下は保護者とペアで参加



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/

～海のホールでひとときを～

＜注意事項＞
・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。

＜お問い合わせ＞ドリームシップ（下関市生涯学習プラザ）

〒750-0016 下関市細江町3丁目1番1号
TEL：083-231-1234 FAX：083-242-6234
E-mail： jigyou@s-dreamship.jp
HP： https://s-dreamship.jp

A 10:00～10:50

B 11:00～11:50

C  12:00～12:50

D  13:00～13:50

E  14:00～14:50

F  15:00～15:50

G 16:00～16:50

●申込締切 202３年 1月２０日（金）必着

＜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、
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。

※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、
ホームページ [https://s-dreamship.jp] からもダウンロード可。

※令和２年度まで「Let’s Play スタインウェイ」として実施してきましたが、
昨年度より、音楽のジャンルを広げ、内容を変更し実施しています。

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

海のホールを貸し切り！
ホール舞台体験してみよう

参加者募集

2023年

２月２５日（土）・２６日（日）

きららガラス未来館 ジェルキャンドル出張体験教室 ～山陽小野田市とガラス文化～

〒756-0877 山陽小野田市焼野海岸 TEL.0836-88-0064

１１月１３日に、「きららガラス未来館」より、池本美和先生と川田絢子先

生を講師にお迎えして、ジェルキャンドルづくりの体験教室を開催しまし

た。ご参加いただいた皆さんありがとうございました！

きららガラス未来館の所在する山陽小野田市は、かつて窯業（粘土や石

灰岩などを窯で高熱処理してガラスや瓦などを作る工業）で栄えたまち

です。現在は、窯業の中でもガラスに注目し、「ガラスアートのまち」として、

ガラス文化の発信に力を入れています。

山陽小野田市のガラス文化の発信拠点であるきららガラス未来館では、

所属ガラス作家が丁寧に制作した作品の鑑賞や購入をすることができる

ほか、ジェルキャンドルやサンドブラスト、エナメル絵付けなどの体験をす

ることもできます。一度訪れてみてはいかがでしょうか。

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、建造物などの写真を展示します。
昔を知らない人が多くなった今こそ、山陽道の歴史とその時代背景を、写真
を通して知って、感じていただければと思います。“あの頃”を生きた人はもち
ろん、その時代を知らない方もぜひ楽しんでください。

第2回 懐かしの写真展 ～山陽道～

▲唐戸市場（昭和8年頃）
▲小月劇場（昭和25年頃）

（写真提供：下関市）

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


