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山口県央連携都市圏域イベント情報

山口県央連携都市圏域となった山口市・宇部市・萩市・防府市・美祢市・山陽小野田市・津和野町の７市町。
産業、歴史、文化などそれぞれの個性と魅力を持つ各市町のイベントに出かけませんか。
あなたと７市町をつなぐ新しい出会いや発見の種が今月も盛りだくさんです。
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美祢市

第40回
秋吉台
観光まつり
花火大会

7月28日（土）

山陽小野田市

P i c k  U p

第7回現代ガラス展 
in 山陽小野田　
～若き創造者たちの
「宇宙」。～

7月7日（土）～8月26日（日）

萩市

萩ヨットレース
2018

7月22日（日）

津和野町

七夕コンサート＆
キャンドルナイト

7月7日（土）

山口市

山口祇園祭
7月20日（金）～27日（金）

防府市

夏の幸せますフェスタ
2018 防府おどり

7月28日（土）

宇部市
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夏休みだよ！
昆虫展
inときわ公園

7月21日（土）～
8月26日（日）
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会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

7月1日（日）～7日（土）

七夕まつり

七夕飾りを飾るほか、地域住民をはじめ、観光で来
られた方に、牛乳パックを再利用した手作りの灯籠
に願い事を書いていただき（約1,000個）、それを
回廊に配置してひかりをともす「光の斎庭」を開催
します。■観覧料：無料
問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
□HP  http://hofutenmangu.or.jp/

会場／防府市立防府図書館
          防府市栄町1-5-1ルルサス防府3F

防府

7月1日（日）～8月31日（金）

防府図書館マナー
アップキャンペーン　
グッドマナーチャレンジ

防府図書館では、利用者が多くなる夏休み期間中
にあわせて、マナーアップキャンペーンを実施しま
す。このキャンペーン中、幼児から小学生までを対
象とした「グッドマナーチャレンジ」を行います。カ
ウンターで配布しているチャレンジカードにスタン
プを5つ集めると、防府図書館オリジナル読書手帳
と防府市のマスコットキャラクター「ぶっちー」の
シールがもらえます。ぜひチャレンジしてみてくだ
さい。■参加料：無料■休館日：火曜■申し込み方
法：来館■応募要件：参加できるのは幼児から小学
生まで。防府図書館オリジナル読書手帳の受け取
りには、本人の利用カードが必要
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-22-0780（防府図書館）
□HP  http://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

会場／須佐男命いか直売市
          萩市須佐漁港

萩

7月1日（日）～9月30日（日）

須佐男命いか直売市

時間／9:30～11:30（売切れ次第終了）
須佐男命いか直売市は、毎年7月から9月にかけ
て、山口県須佐漁港岸壁で生産者（漁師）がお客様
に直接活きたままのケンサキイカを販売する夏の恒
例イベントです。イカ漁から宣伝・販売まですべて漁
師の手で企画・運営しています。【開催期間】毎年7
月第1日曜～9月最終日曜までの毎土日と、毎年7月
27日の「須佐男命いか祭り」に開催（※期間中でも
開催されない日もあります）■参加料：無料
問い合わせ先／山口県漁業協同組合 須佐支店
☎08387-6-2311
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=900049

山陽
小野田

会場／山口県立萩美術館・浦上記念館
          萩市大字平安古町586-1

萩

7月16日（月・祝）まで

山口県･山東省友好協定
締結35周年記念
山東のやきものを楽しむ

時間／9:00～17:00（入場は16：30まで）
　　　金曜日は9：00～19：00（入場は18：30まで）
山口県と山東省は、
1982（昭和57）年
の友好協定の締結
以来、様々な分野で
の交流を深め2017
（平成29）年で締結
より35周年を迎え
ました。これを記念
して、山東ゆかりの
やきものを紹介する
「山東のやきものを
楽しむ」展を開催し
ます。本展では、山
東省で作られたやきものに加え、景徳鎮窯など他方
の窯から流通したやきものについて紹介します。展
覧会を通じて、山東のやきものを存分にお楽しみくだ
さい。■観覧料：一般1,000円（800円）、70歳以上
の方・学生800円（600円）■休館日：7月9日（月）
問い合わせ先／山口県立萩美術館・浦上記念館
☎0838-24-2400
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/
　exhibition/special/2018/07/030523.html

会場／山陽小野田市歴史民俗資料館
          山陽小野田市栄町9-21

7月29日（日）まで

企画展「発掘された
山口巡回展」

時間／9:00～17:00
山口県埋蔵文化財センターが2016（平成28）年
度に県内各地でおこなった発掘調査の成果を出土
品や写真でわかりやすく解説した企画展です。主
に古墳時代・室町時代・江戸時代の出土品を展示し
ます。■入場料：無料■休館日：月曜、7月17日（火）
※歴史民俗資料館は、幕末維新回廊をめぐる「山
口めぐりっとカード」対応施設です。
問い合わせ先／山陽小野田市歴史民俗資料館
☎0836-83-5600
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/rekimin/

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

9月2日（日）まで

特別展「深海魚大行進」

時間／9:00～17:00（入館は16：30まで）
リュウグウノツカイをはじめ深海魚の標本約300
種・約3,000点を一挙公開する、国内最大級の深
海魚展です。■入館料：大人510円、高校・大学生
310円、小・中学生100円　※割引等適用対象：団
体（20人以上）、障がい者手帳等をお持ちの方

問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.html

会場／石炭記念館
          宇部市大字沖宇部254

宇部

9月3日（月）まで

わたしたちの
炭鉱の詩
～131人がつづった
宇部への想い～

時間／9:30～17:00
公募した短歌や俳句などの展示■休館日：火曜（8
月14日除く）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／山口県漁協萩地方卸売市場
　　　道の駅「萩しーまーと」
          萩市大字椿東4160-61

萩

7月1日（日）

第16回
萩の瀬つきあじ祭り

時間／10:00～13:00※雨天決行
「萩の瀬つきあじ」は、萩沖の瀬（岩礁）にすみ、プラ
ンクトンやシラスなど豊富で良質なえさを食べて成
長し、身がふっくらとし、脂が乗っているのが特徴で
す。お祭りでは、新鮮獲れたての瀬つきあじ等の即
売をはじめ、握り寿司や一夜干しの無料試食、アジ
フライなどの惣菜販売、○×クイズ大会など、「萩の
瀬つきあじ」を存分に堪能できます。■参加料：無料
問い合わせ先／萩市水産課
☎0838-25-4195
道の駅「萩しーまーと」
☎0838-24-4937
□HP  http://seamart.axis.or.jp/contents/event/aji.html

やま うた

ゆにわ
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防府

7月7日（土）～8月5日（日）

アスピラート開館
20周年記念
マイメロディ♥・
キキ＆ララ☆展

会場／ときわ動物園　
　　　ハヌマンラングール展示場前
          宇部市則貞3-4-1 

宇部

7月7日（土）

動物おたんじょう会

時間／14:00～
7月に誕生日を迎えるサトの紹介■参加料：動物園
入園料が必要
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

7月7日（土）

講演会「古熊神社と
古熊の歴史」

時間／18:00～20:00
古熊神社と古熊の歴史について講演します。■参
加料：200円■定員：70人■申し込み方法：電話
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~saikou/news/
　news-hurukuma.html

会場／にちはら天文台
          津和野町枕瀬806-1

津和野

7月7日（土）

七夕コンサート＆
キャンドルナイト

時間／19:30～21:00
７月と12月に行われる小さなコンサートは、演奏者
と客席が近く温かい雰囲気が漂います。また、建物
内外にキャンドルの優しい光が灯り、日常を忘れさ
せてくれます。■料金：無料■定員：先着40人（コン
サート）
問い合わせ先／にちはら天文台
☎0856-74-1646
□HP  http://www.sun-net.jp/~polaris/top.html

会場／防府市消防本部
          防府市佐波2-11-25

防府

7月7日（土）

防府消防インターン
シップ2018

時間／9:00～12:00
就職先の選択肢としての消防士について、普段見
ることのない内部を見学したり、放水体験など消防
士の疑似体験ができます。少しでも興味がある方
はぜひご参加ください。荒天時・災害発生時変更有
■参加料：無料■申し込み方法：電話■応募要件：住
所・氏名（ふりがな）・電話番号を連絡■申し込み期
限：７月２日（月）
問い合わせ先／防府市消防本部消防総務課
☎0835-23-9901
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/
　2/2018inturnship.html

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

7月7日（土）

第46回山口大学七夕祭

時間／12:00～22:00 ※雨天決行
7月7日、七夕の日に山口大学吉田キャンパスにて
第46回七夕祭を開催します。七夕祭は山口大学の
吉田寮の寮祭で、実行委員総勢約150人により企
画・運営しています。今年は学生や企業による100
店を超える模擬店、サークルステージ、縁日や花
火、豪華景品勢ぞろいのビンゴ大会や迫力のある
神輿あげ、他にも様々な見どころを揃えています。
地域の皆さまにも楽しんでいただける、歴代最高の
七夕祭をお見せします。ぜひお越しください。■
13:00～15:00ビンゴステージ、15:00～サークル
ステージ、15:00～16:00神輿あげ、19:30～1年
ステージ、20:40～花火■参加料：無料
問い合わせ先／山口大学七夕祭実行委員会
☎080-2884－5120
□HP  https://twitter.com/tanabatasai_yu

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

宇部

美祢

7月6日（金）、9月11日（火）

大人の社会派ツアー
【人気コース】
「セメントの道
石灰石鉱山と
宇部興産専用道路」

時間／9:00～18:10
■ルート：秋芳洞⇒安富屋⇒宇部興産㈱伊佐セメント工
場⇒宇部興産専用道路⇒楠こもれびの郷⇒宇部興産
専用道路⇒トレーラー整備場⇒UBE-i-Plaza。全国か
ら注目されるこのコース。美祢市で採掘される「石灰
石」が、宇部市で「セメント」になるまでをたどります。
幅が1.2ｋｍもある、広大な石灰石鉱山や、全長約32ｋ
ｍの宇部興産専用道路、全長30ｍのダブルストレー
ラーに圧倒されます。写真で見るだけでは伝わらない、
このスケールをぜひ!! ■旅行代金：1人6,900円（入洞
料含む）■定員：各開催日40人（最少催行人数30人）
■申し込み方法：ＨＰまたは電話（宇部市交通局：☎
0836-31-2442）※募集開始日および予約状況等に
ついてはHPをご覧ください。※申し込みの前にＨＰ掲
載の注意事項一覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

7月6日（金）～10月8日（月・祝）

特別企画展
「山頭火を囲む人々」

時間／10:00～18:00
種田山頭火は、その数奇な人生の途上、さまざまな人物
と出会い、互いに影響を受け合ってきました。この特別
企画展では、それら影響を与えた人物たちの中から、
「新傾向俳句」を生み、山頭火の憧れであった「河東碧
梧桐（かわひがしへきごとう）」、「自由律俳句」を提唱
し、山頭火の師であった「荻原井泉水（おぎわらせいせ
んすい）」、山頭火に通ずる人生を送り、互いを意識し
あった「尾崎放哉（おざきほうさい）」を取り上げます。
■観覧料:大人300円（200円）、小・中・高校生150円
（100円）※（ ）内は20人以上の団体料金※未就学児
は無料※障害者手帳等をお持ちの方は手帳の提示によ
り無料（介護人１人までを含む）■休館日：火曜日

問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-28-3107（山頭火ふるさと館）
□HP  http://hofu-santoka.jp/
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山口

7月13日（金）～29日（日）

YCAMシネマ：特集
「相米慎二と
映画を生きる
俳優たち」

山陽
小野田

会場／山口県立萩美術館・浦上記念館　
　　　陶芸館多目的室
          萩市大字平安古町586-1

萩

7月8日（日）

山東のやきものを楽しむ
関連イベント
中国茶と楽しく
触れ合う

お茶の煎れ方を体験しながら、本場の中国茶3種類
をお楽しみいただけます。■講師：武谷哲宏氏（武谷
清風堂）■参加料：1,000円■定員：先着20人（小
学生以上対象、小学生は保護者同伴）■申し込み方
法：参加希望者全員の氏名・年齢、代表者の住所と日
中に連絡が取れる電話番号を「中国茶教室」係まで
電話で知らせてください。
問い合わせ先／山口県立萩美術館・浦上記念館
☎0838-24-2400
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/
　exhibition/special/2018/07/030523.html

会場／山陽オートレース場
          山陽小野田市大字埴生700
　　　 （JR埴生駅徒歩2分）

7月12日（木）～16日（月・祝）

キリンビバックス
presents
小林啓二杯
ＧⅡ山陽王座
チャレンジカップ

時間／10:00～17:00
オートレースにおいて、格の高いＧⅡレースを５日に
わたって開催します。開催中は、各種イベントを実
施します。7月14日（土）は、開門時間の10:00から
売切れまで、旬の野菜がほぼ100円で手に入る
「土曜市」が開催されます。
問い合わせ先／山陽オートレース場
☎0836-76-1115
□HP  http://www.sanyoauto.jp/

時間／14:00～15:30

会場／道の駅「萩しーまーと」
          萩市椿東4160-61

萩

7月8日（日）

長州サムライ市場

時間／9:00～16:00
地元の旬の食材や伝承されてきた料理を気軽にひ
とくち食べてみませんか。萩産瀬つきあじ刺身無料
試食（先着２００人）、萩産キスフリット＆フライドポ
テト無料試食（先着１００人）、サムライめし・郷土料
理の当日限定テイクアウト販売、萩の特産品試食
販売、ガラポン抽選会など。■参加料：無料 
問い合わせ先／道の駅「萩しーまーと」
☎0838-24-4937

会場／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1

宇部

7月8日（日）

ぶちのりパスポート

時間／9:30～17:00
ときわ遊園地の乗り物が1,000円で乗り放題！（一
部機種対象外）パスポートの販売は16:00まで。
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

山陽
小野田

会場／防府市地域交流センター
　　　（アスピラート2F展示ホール）
          防府市戎町1-1-28
時間／10:00～17:00（入場は16：30まで）
1975（昭和50）年に誕生したサンリオのキャラク
ター「リトルツインスターズ」（キキ＆ララ）。二人は
遠い星の国から地球へやってきた姉弟。甘えん坊
の弟キキは背中に大きな星が、優しいお姉さんのラ
ラは星のステッキがそれぞれのトレードマーク。40
年間二人はいつも仲良しで、見るもの全てを優しい
気持ちにしてくれます。赤いずきんがトレードマー
クの「マイメロディ」。偶然にもキキ＆ララと同じ年
に、同じデザイナーの手により誕生しました。今で
は世界的に人気のある「ハローキティ」と並ぶキャ
ラクターとして多くのファンから愛され続けていま
す。本展では、初代担当デザイナーによる、キャラ
クター誕生当時のラフスケッチやデザイン画など
約150点や、貴重なグッズなどを展示。マイメロ
ディとキキ＆ララの魅力をたっぷり紹介します！■入
場料：一般650円（600円）中高生400円（300円）
※（ ）内は前売・20人以上の団体料金。※小学生以
下無料。※障害者手帳等をお持ちの方ならびに特
別支援学校に在学中の方と、その付添いの方は1
人まで無料（要証明）。※財団会員100円引（1個
人会員につき1人・法人会員は2人、1回のみ）。■
休館日：火曜■前売券販売所：アスピラート（7月6日
（金）まで）、防府市公会堂、山口情報芸術セン
ター、周南市文化会館、ローソンチケット（Lコード：
61413）
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5151（アスピラート）
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~aspi-111/

会場／おのだサンパーク2階催事場
          山陽小野田市中川6-4-1

7月7日（土）～8月26日（日）

第7回現代ガラス展 
in 山陽小野田　
～若き創造者たちの
「宇宙」。～

時間／10:00～19:00（入場は18：30まで）　
　　　※7月7日（土）は14:00開場　
3年に1回開催している現代ガラス展は、45歳以
下の若手ガラス作家の登竜門として位置づけられ
た公募展です。7回目となる今回は、応募された88
点の作品の中から、受賞作品8点、入選作品49点
が選ばれました。57作品は、おのだサンパークで
開催する現代ガラス展で展示します。ぜひこの機
会に現代ガラス作品の世界をお楽しみください。■
開会式・表彰式・ミニコンサート（無料）：7月7日（土）
13:00～、14：00～受賞者にる作品解説（要入場
券、高校生以下は無料）■ミュージアムコンサート：
7月22日（日）・29日（日）、8月12日（日）・19日
（日）※各日ともに13：00、15：00■ミュージアム
ショップ：期間中■ワークショップ：ジェルキャンドル
体験：7月25日（水）、8月8日（水）・22日（水）
13:00～16：00（体験料1,070円～）、万華鏡制作
体験：8月1日（水）・15日（水）（体験料1,250円）■
入場料：当日券500円（高校生以下は無料）、前売
券400円■チケット販売所：不二輸送機ホール、市
役所別棟職員共済会売店、市民館仮設事務所、き
ららガラス未来館、きらら交流館、山陽総合事務
所、各公民館、おのだサンパークほか

問い合わせ先／現代ガラス展実行委員会事務局
（不二輸送機ホール内）
☎0836-71-1000
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/
　glass-art/7th-top.html
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会場／むつみ昆虫王国
          萩市高佐下2750-202

萩

7月14日（土）～8月23日（木）

むつみ昆虫王国

時間／9:00～17:00
萩市街地からクルマで約30～40分、むつみ地域に
ある昆虫公園。カブトムシに触れることができる「か
ぶと虫ドーム」、ヒラタクワガタやヘラクレスオオカブ
トなど珍しいクワガタを展示、販売している「クワガ
タの館」、そして、1.5haのクヌギ林を整備し昆虫採
集が可能な「昆虫の森」の３つの施設があります。観
て、触って、採って、昆虫とふれあうことができる施
設です。■入館料：かぶと虫ドーム ３歳以上300円 
問い合わせ先／むつみ昆虫王国
☎08388-8-0064 （開園期間中のみ)
萩市むつみ総合事務所
☎08388-6-0211
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=1100194

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

7月14日（土）～9月2日（日）

企画展
『明治維新150年
記念企画第２弾
毛利敬親と戊辰戦争』

時間／9:00～17:00（入館は16：30まで）
王政復古以後の戊辰戦争に、山口藩と藩主毛利敬
親がどのように対応したか、これまでの研究ではあ
まり触れられることはありませんでした。これらを
伝来の史料から紹介します。■入館料：大人700
円、小中学生350円。博物館・庭園共通：大人
1,000円、小中学生500円※団体料金（20人以
上）はそれぞれの料金の10％引き
問い合わせ先／毛利博物館
☎0835-22-0001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/

会場／萩・明倫学舎
          萩市江向602

萩

7月14日（土）～16日（月・祝）
8月18日（土）～19日（日）

歴史パフォーマンス
「SHOWIN～
若き志士たち」
萩・明倫学舎ヴァージョン

時間／11：00～、13：00～、
　　　14：00～、15：30～
県内外で萩市の観光の魅力をＰＲしている萩
SHOWIN隊＆TSUBAKI娘、萩・明倫学び隊などの
メンバーが、歌とダンスとお芝居で、明治維新150
年を迎えた萩をテーマに舞台を繰り広げます。■観
覧料：無料
問い合わせ先／萩・明倫学舎
☎0838-21-2018

会場／にちはら天文台
          津和野町枕瀬８０６-１

津和野

7月14日（土）

天然プラネタリウム

時間／20:00～21:00
地面にブルーシートを敷いてみんなで寝ころがって星空
体験をします。宇宙に落ちていくのではと錯覚する方も！ 
運がよければ流れ星と出会えるかも知れません。願い事
は、ぜひ用意しておきましょう。※天候により中止になるこ
ともあります。■料金：500円■定員：先着20人（定員に達
しない限り、当日17：00まで受け付け）■申し込み方法：電
話■応募要件：真っ暗にしますので未就学のお子様は参加
を受付できません。
問い合わせ先／にちはら天文台
☎0856-74-1646
□HP  http://www.sun-net.jp/~polaris/top.html

会場／防府市青少年科学館（ソラール）
          防府市寿町6-41

防府

7月14日（土）～31日（火）

夏休み特別企画
「サイエンス
アカデミー2018」

時間／9:30～17:00（入館は16：30まで）
夏休みの自由研究のご参考に。事前予約制の楽しい
実験や工作を毎日3教室開催します。予約なしでお楽
しみいただける随時工作のコーナーも充実していま
す。詳しくは、ソラールにお問合せください。■観覧
料：高校生以上300円、小中学生100円、幼児無料※
割引等適用対象：団体（20人以上）、障がい者手帳を
お持ちの方とその介護者、防府市文化振興財団会員
■休館日：7月17日（火）、18日（水）、30日（月）■定
員：あり■申し込み方法：事前予約の受付は終了しまし
た。キャンセル等により空きがある場合は、当日に先
着順で受け付けます。詳しくはHP参照。
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール）
□HP  http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp

会場／菊ヶ浜海水浴場
          萩市大字堀内菊ヶ浜

萩

7月14日（土）～8月19日（日）

菊ヶ浜海水浴場
海開き

時間／9:00～17:00
“快水浴場百選”にも選定された美しい日本海の海水浴
場。白砂青松の海岸で、夕日も絶景です。■7月14日
（土）～8月19日（日）海開き期間中駐車料：1,000円/回
問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  http://hagishi.com/search/detail.php?d=100056

会場／山口情報芸術センター
　　　［YCAM］スタジオC
          山口市中園町7-7
現在テレビや映画の第一線で活躍している俳優たち
の成長に深く関わり、多くの映画ファン、映画関係者
を魅了し続けている相米慎二監督（1948年～2001
年）。生誕70周年を迎える今年、YCAMにて全13作
品を一挙上映いたします。さらに、特集上映期間中に
ゲストを迎えた入場無料のトークを開催します。7月
15日（日）15:30～16:30／ゲスト：山根貞男（映画批
評家）、7月22日（日）15:20～16:20／ゲスト：濱口
竜介（映画監督）・木村建哉（成城大学文芸学部准教
授）■鑑賞料：1回券／一般1,000円※any会員・25
歳以下・特別割引：800円（この他、3回券あり）※7月
17日（火）、18日（水）、23日（月）、24日（火）、25日
（水）は上映無し■定員:100人■チケット販売所：当
日券のみ／スタジオC受付にて販売
問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222　FAX083-901-2216
　information@ycam.jp
□HP  http://www.ycam.jp/cinema/2018/shinji-somai/
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会場／防府市地域交流センター
　　　（アスピラート2Fリハーサル室）
          防府市戎町1-1-28

防府

7月16日（月・祝）

音楽セミナー／
田中雅弘の音楽旅日記ⅩⅥ
名器と奏者
～名器もいろいろ！？～

時間／14:00～15:30
防府市出身で東京都交響楽団首席チェロ奏者の田中
雅弘氏によるセミナーコンサートです。16回目となる
今回のテーマは「名器と奏者」です。どんな名器があ
るのか？ どんな特徴があるのか？など名器の奥深さを
語っていただきます。■入場料：自由席1,000円（当日
300円高、財団会員300円引）※未就学児は入場不
可。■休館日：火曜日■定員：100人■申し込み方法：
窓口または電話■チケット販売所：アスピラート、防府
市公会堂、周南市文化会館、Ｃ・Ｓ赤れんが、山口情報
芸術センター、ローソンチケット、チケットぴあ
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5151（アスピラート）
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~aspi-111/

会場／防府競輪場
          防府市国分寺町８番２号

防府

7月16日（月・祝）

第３回防府けいりん
夏祭り～今年も、
君のためにこぐ夏。～

時間／16:00～20:00
新しくなったバンクをお披露目します！ 安田大サー
カスの団長安田さんも来場予定です♪ 縁日や線香
花火大会など、ご家族で楽しめるイベントです。■
入場料：無料
問い合わせ先／防府市産業振興部競輪局
☎0835-22-1212
　keirin@city.hofu.yamaguchi.jp
□HP  https://www.hofukeirin.jp/

会場／山陽小野田市中央図書館
          山陽小野田市栄町9-13

7月15日（日）、9月2日（日）

中央図書館・放送大学
連携公開講座
「哲学カフェ」

時間／10:00～11:30
哲学カフェとは、コーヒーを片手に、時には音楽を
聴きながら、自由に会話をする場です。様々なテー
マについて、回答を焦らずに自由に話し合ってみま
せんか。■受講料：無料■定員：各回先着20人■申
し込み方法：窓口または電話
問い合わせ先／山陽小野田市中央図書館
☎0836-83-2870
□HP  http://library.city.sanyo-onoda.lg.jp/

会場／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1

宇部

7月16日（月・祝）

ガラポン抽選会

時間／9:30～16:00

のりもの回数券1枚（1,000円）購入につき、ガラポ
ン抽選が1回できます。
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

山陽
小野田

会場／きららビーチ焼野
          山陽小野田市焼野海岸

7月15日（日）

やけの美夕フェスタ
2018

時間／9:00～16:00
楽しいイベントや企画など盛りだくさん！ バザーでは、焼
きそば、かき氷なども販売もあります。■内容：ビーチ
ドッジボール大会（10:00～）■宝さがし（受付10：30
～、当日受付先着200人）■長靴飛ばし（受付11:00
～、当日受付先着60人、参加料200円）■ステージイ
ベント（竜王太鼓、フラダンスなど）■お楽しみ抽選会
（15:00予定、参加料無料）■各種バザー■小雨決行
問い合わせ先／やけの美夕フェスタ実行委員会事務局
（市民生活課内）
☎0836-82-1134

会場／防府天満宮　春風楼付近
          防府市松崎町14-1

防府

7月15日（日）

「家庭の日」親子
ふれあいイベント

時間／10:30～14:30
山口県では、家族が一
緒に過ごすことを目的と
して毎月第３日曜日を
「家庭の日」とされてい
ます。防府市では、「家
庭の日」運動を推進する
ため、山口短期大学（プ
ロジェクトチームちゃす
むんき～）との協働によ
り、「家庭の日」親子ふ
れあいイベントを開催し
ます。～７月の内容～◎ペットボトル人形◎短冊◎や
またんシアター◎魚つり◎竹とんぼ■参加料：無料
問い合わせ先／防府市教育委員会教育部生涯学習課
☎0835-23-3015
　manaboya@c-able.ne.jp
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/
　39/kateinohi-oyakofureai.html

山陽
小野田

会場／菊ヶ浜海水浴場
          萩市大字堀内菊ヶ浜

萩

7月15日（日）

山口県ビーチバレー
in 萩

時間／9:00～
山口県ビーチバレーin 
萩大会は、地元協会やク
ラブチームの手作りの
大会として県内外からも
多数の参加者があり、盛
りあがりをみせていま
す。またビーチバレーの
命である砂は県内一で
す。■参加料：無料
問い合わせ先／萩市スポーツ振興課
☎0838-25-7311
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.
　php?d=900021

会場／三田尻港（潮彩市場周辺）
          新築地町2-3

防府

7月15日（日）

夏の幸せますフェスタ
2018 港まつり

時間／9:00～15:00
港の安全祈願祭、カッターレース大会など、港を
テーマとしたイベントが行われます。また、見て楽し
い！ 買って嬉しい！ 潮彩フリーマーケットも同時開催
されます。■観覧料：無料
問い合わせ先／幸せますフェスタ実行委員会（商工会議所内）
☎0835-22-4352　FAX：0835-22-4763
□HP  http://www.h-c.or.jp/
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会場／老松神社
          防府市お茶屋町9-21

防府

7月21日（土）

三田尻の女尻相撲大会

会場／江汐公園管理棟・どんぐりの森
          山陽小野田市大字高畑字西山根401-1

7月21日（土）

第24回
ザ・アドベンチャー
ワールド

時間／9:00～12:00※雨天決行
■内容：カブトムシの採集と飼育講習、夏休みの工作
教室（水てっぽう、竹・小枝工作）、お楽しみイベント
（景品が当たるじゃんけん大会ほか）■雨天決行※
カブトムシ採取ができる服装で参加してください。
問い合わせ先／江汐公園管理棟
☎0836-83-5378

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

7月21日（土）

植物の梅雨挿し講習会

時間／9:30～11:30
ツバキ・アジサイなどの挿し木に関する講義と実技
■持参品：筆記用具、剪定ばさみ・カッター・ナイフな
ど■定員：先着40人■申し込み方法：電話・FAX・は
がきのいずれか■申し込み期限：7月13日（金）
問い合わせ先／ガーデンシティ推進グループ
☎0836-34-8485　FAX:0836-22-6008
〒755-8601　宇部市常盤町1-7-1

会場／萩・明倫学舎
          萩市江向602

萩

7月21日（土）

ぞうきんがけ
リレーレース2018

時間／10:00～15:00
１チーム４人制で、
90ｍの廊下をリ
レー形式によりぞう
きんがけを行いま
す。タイムトライア
ル（１人約45ｍ）※
優勝チームには、豪
華景品があります。
■参加料：1チーム
1,000円■定員：
50チーム※応募多
数の場合は抽選■
申し込み方法：郵便
往復はがきの往信裏面に、①参加者全員の氏名・学
校名・学年、②代表保護者連絡先（当日連絡がつくも
の）、③チーム名を記入。返信用表面に代表者の郵
便番号・住所・氏名を記入し郵送■応募要件：小学生
（1チーム4人。小学1～3年生の低学年グループ、小
学4～6年生の高学年グループのいずれかのコース
に参加となります。各グループの学年を混同して
チームは不可です）。■申し込み期限：7月9日（月）
問い合わせ先／萩・明倫学舎
☎0838-21-2018
〒758-0041山口県萩市江向602
□HP  http://hagimeirin.jp/2018/06/01/zoukin2018/

山陽
小野田

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

7月19日（木）

アロマの匂いに誘われて

時間／13:00～15:00
素敵な香りで疲れやストレスを癒すアロマを作りま
す。■持参品：エプロン、筆記用具■参加料：1,600
円■定員：先着20人■申し込み方法：電話・ＦＡＸ・
メールのいずれか■申し込み期限：7月16日（月・祝）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@gmail.com

会場／八坂神社、山口市中心商店街周辺
          山口市上竪小路

山口

7月20日（金）～27日（金）

山口祇園祭

時間／18:00～21:30
初日は八坂神社にて鷺の舞が奉納され、その後御旅
所まで裸坊に担がれた3基の神輿が町を練り歩きま
す。中日である24日（火）には市民総踊りが開催さ
れ、最終日27日（金）には御旅所から八坂神社へ神
様をお返しする御還幸が行われます。■参加料：無料
問い合わせ先／八坂神社社務所
☎083-922-0083
□HP  http://www.yamaguchi-city.jp/

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

7月18日（水）

大人の社会派ツアー
【船舶コース】
「小野田港工場
見学クルーズと
開作のまち小野田　
海と陸から探訪する
開作の歴史」

時間／9:00～17:20
■ルート：高泊神社、浜五挺唐樋⇒竜王山⇒ソル・ポ
ニエンテ⇒小野田港クルーズ⇒㈲つねまつ菓子
舗。江戸時代、萩藩は財政立て直しのため開作（干
拓）を積極的に行い、小野田地区も海だった場所に
排水用樋門を作り、400町歩（ha）にわたる藩内最
大級の高泊開作ができました。当時の優れた工法
を今に伝える国の指定文化文化財「浜五挺唐樋」
や開作のまちを訪れ、竜王山から市街地を眺め、船
に乗って開作地に建てられた海沿いの工場群を海
から見学します。■旅行代金：1人9,000円■定員：
40人（最少催行人数30人）■申し込み方法：ＨＰま

問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

山陽
小野田

たは電話（宇部市交通局：0836-31-2442）※募
集開始日および予約状況等についてはＨＰをご覧
ください。※申し込みの前にＨＰ掲載の注意事項一
覧をご確認ください。

会場／美祢市役所集合ほか
          美祢市大嶺町東分326-1

宇部

7月18日（水）

大人の社会派ツアー
【船舶コース】
「宇部港工場見学クルーズと
宇部港周辺の施設見学　
海底炭田から最新技術まで」 

時間／8:40～18:30
■ルート：船舶からの宇部・山陽小野田工場群見学
⇒ANAクラウンプラザホテル宇部⇒宇部港コンテ
ナターミナル⇒牛岩神社⇒宇部興産機械㈱屋上⇒
西沖石灰石センター・トレーラー基地［車窓］⇒宇部
興産㈱沖ノ山貯炭場（コールセンター）6号岸壁⇒
UBE-i-Plaza。宇部市・山陽小野田市は瀬戸内に
面した工場群を中心として、今日まで発展してきま
した。その工場群を午前中は海上から、午後からは
バスで訪ねます。普段は入ることのできない、宇部
港コンテナターミナルにも行きます。同じ工場で
も、海から見るのと、陸上で見るのとでは表情が違
いますよ。※天候により船舶が入港しない場合があ
り、ツアースケジュールが変更になる場合がありま
す。■旅行代金：1人9,700円■定員：40人（最少催
行人数30人）■申し込み方法：ＨＰまたは電話（㈱
船 鉄 観 光 旅 行 社 お の だ サ ン パ ー ク 店
0836-83-3275）※募集開始日および予約状況
等についてはＨＰをご覧ください。※申し込みの前
にＨＰ掲載の注意事項一覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

山陽
小野田
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会場／山口情報芸術センター
　　　［YCAM］スタジオB、
　　　2階ギャラリー
          山口市中園町7-7

山口

7月21日（土）～10月28日（日）

「コロガル公園コモンズ」

時間／10:00～18:00
YCAMが2012（平成24）年から毎年手がけている、
多種多様なメディア・テクノロジーを埋め込んだ子ども
向けの遊び場「コロガル公園シリーズ」の最新版で
す。「コロガル公園シリーズ」は子どもたちが遊びを
通じて考え、創造力を育む環境として、YCAMが制作
する公園のシリーズです。今回公開する最新版「コロ
ガル公園コモンズ」では、過去の再現というアプロー
チを通じて、子どもたちに新たな遊びの創造を誘発す
るとともに、シリーズが地域社会に与えた影響を検証
し、文化として継承・発展するための視点を提示しま
す。また、公園を利用する子どもたちが公園のアップ
デート案を考える「子どもあそびばミーティング」を、
会期中に2回開催します。■入場料：無料■休館日：火
曜※8月6日～8日と9月10日～14日は関連イベント
「子どもあそびばミーティング」に伴うアップデート作
業のため、コロガル公園コモンズは閉場させていただ
きます。
問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222　FAX083-901-2217
　information@ycam.jp
□HP  http://www.ycam.jp/events/2018/
　korogaru-koen-park-commons/

2012年の「コロガル公園」の様子

エキソニモ：Photo by Niko

会場／学びの森くすのき
          宇部市大字船木361-6

宇部

7月21日（土）～9月2日（日）

幕末維新回廊
「近代宇部と石炭産業」

時間／9:00～19:00

時間／9:30～17:00（7月21日は10：00～）

明治維新期からの宇部地域と石炭の歴史を紹介す
る企画展（土・日は18:00まで）■休館日：月曜
問い合わせ先／宇部市学びの森くすのき
☎0836-67-1277

会場／山口情報芸術センター
　　　［YCAM］ホワイエ
          山口市中園町7-7

山口

7月21日（土）～10月28日（日）

エキソニモ＋YCAM
共同企画展示　
「メディアアートの
輪廻転生」

時間／10:00～18:00

ニューヨークを拠点に活躍するアートユニットのエキソ
ニモを共同キュレーターに迎えて開催する展覧会で
す。エキソニモは、YCAMの開館記念展への参加をは
じめ、2006（平成18）年と2011（平成23）年には新
作を制作・発表するなど、YCAMに関わりの深いアー
ティストです。本展では、「メディアアートの100年後
はどうなっているのか」という未来への問いを起点に、
複数のアーティストが従来の作品保存とは異なる視点
から、作品の寿命や未来について考え、芸術表現をは
じめとする「文化」を創造的に継承するためのアプ
ローチを提示します。開館から15周年という節目の年
に開催する本展は、YCAMがこれまで取り組んできた
メディアアートの本質から、文化を改めて思考するきっ
かけとなるでしょう。■入場料：無料■休館日：火曜
問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222　FAX083-901-2216
　information@ycam.jp
□HP  http://www.ycam.jp/events/2018/
　reincarnation-of-media-art/

会場／指月橋そば・萩城跡入口付近
          萩市大字堀内

萩

7月21日（土）～8月26日（日）

萩八景遊覧船
日本海鑑賞コース
萩ジオパーク構想コラボ特別企画

時間／9:00～16:00
乗船客へのおもてなしとして、通常コースより10分
延長し、箱めがねによる日本海の水中観察など、夏ら
しい体験型の「萩ジオパーク構想コラボ特別企画日
本海鑑賞コース」を運行します。■乗船料：大人
1,200円、中・高校生1,000円、小学生以下500円、
3歳未満無料■運休日：天候次第■定員：12人/隻 
問い合わせ先／萩八景遊覧船
☎0838-21-7708

会場／世界の昆虫:
　　　ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29
　　　日本の昆虫:
　　　ときわ動物園
　　　体験学習館モンスタ
          宇部市則貞3-4-1

宇部

7月21日（土）～8月26日（日）

夏休みだよ！昆虫展
inときわ公園

チョウや巨大カミキリムシなどの標本、ヘラクレスオオ
カブトムシなどの観察コーナー、大きな虫かごの中を
歩き回ってカブトムシを観察できる「カブトムシ天国」
など、世界と日本の昆虫がときわ公園に大集合！（入館
は16時30分まで）■ときわミュージアムのみ夜間も
開催8月4日（土）～26日（日）18：00～22：00（入館
は21：30まで）■参加料：3歳～小学生400円、中学生
以上600円■休館日：火曜（8月14日除く）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎0836-37-2888
宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

時間／18:30～（参加受付は18：00～）
三田尻の「尻」にちなんで始まった女性だけの尻相
撲大会です。決まり手も「尻すかし」「尻押し出し」
など、思わず笑いのこぼれるユニークなもので、会
場は熱気と笑いに包まれます。■参加料：無料（参
加特典あり）
問い合わせ先／老松神社宮司宅
☎0835-22-0796

会場／萩博物館
          萩市大字堀内３５５番地

萩

7月21日（土）、
8月11日（土）、18日（土）

深海魚大行進
ナイトミュージアム

時間／18:00～21：00（入館は20：30まで）
開催中の「深海魚大行進」の展示室の照明を消灯！
夜独特の雰囲気の中、懐中電灯を使って自由観覧！
■入館料：大人510円、高校・大学生310円、小・中
学生100円※割引等適用対象：団体（20人以上）、
障がい者手帳等をお持ちの方■整理券配布場所：
東門（萩博物館前駐車場横）を経て、正面玄関より
ご入館ください。東門で整理券をお渡しします。
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.html
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萩

会場／山口県立萩美術館・浦上記念館
          萩市大字平安古町586-1

7月24日（火）～9月24日（月・振休）

フランス宮廷の磁器
セーヴル、創造の300年

時間／9:00～17:00（入場は16：30まで）
　　　会期中、毎週金曜日と8月2日（木）は
　　　19：00まで開館（入場は18：30まで）
18世紀のヨーロッパにおいて磁器への憧れは極まりを
みせ、フランスでは国王ルイ15世の庇護の下、パリ近
郊のセーヴルに王立磁器製作所が生まれます。以後、
優雅で気品溢れるセーヴル磁器は、ポンパドゥール侯
爵夫人や王妃マリー・アントワネットといったフランスの
宮廷人たちをはじめヨーロッパの王侯貴族たちを魅了
し、現在まで常にその高い技術と芸術性を保持し続け
てきました。本展では、そうした300年におよぶセーヴ
ル磁器の創造の歴史を、セーヴル陶磁都市所蔵の名品
によりご紹介します。■観覧料：一般1,200円（1,000
円）、70歳以上の方・学生1,000円（800円）■休館日：
8月6日（月）、8月20日（月）、9月10日（月）

会場／防府市地域交流センター
　　　（アスピラート3F音楽ホール）
          防府市戎町1-1-28

防府

7月22日（日）

防府少年少女合唱団
第19回定期演奏会
～可憐な花のように～

時間／14:00～
幼稚園児から大学生までが一緒になって、懐かしい
歌やポピュラー音楽、本格的な合唱曲など様々な
曲を歌います。合唱ミュージカル「ひなぎく」では、
ダンスや演出など迫力の舞台を楽しんでいただけ
ます。そして、今回もかわいい賛助出演者が花の妖
精役で登場します。防府少年少女合唱団ならでは
の楽しいステージをお届けします。■入場料：自由
席800円（当日100円高、財団会員割引なし）※3
歳未満は膝上鑑賞無料。ただし、別途座席が必要
な場合は有料。■チケット販売所：アスピラート、防
府市公会堂
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5151（アスピラート）
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~aspi-111/

会場／きららガラス未来館
          山陽小野田市焼野海岸

7月22日（日）、29日（日）、
8月11日（土・祝）、12日（日）、
18日（土）、19日（日）

吹きガラス体験

時間／9:00～、13：30～
■対象：小学1年生以上■料金：2,620円～■定員：
各回先着5人■申し込み方法：電話※作品のお渡し
は1週間後です。随時体験も各種ありますので、詳
しくはお問い合わせください。
問い合わせ先／きららガラス未来館
☎0836-88-0064
□HP  http://www.onodaglass.jp/

山陽
小野田

会場／萩市須佐漁港 発着

7月22日（日）～8月26日（日）

須佐湾遊覧船定時運航

時間／10:00～15:00
7月22日（日）～8月26日（日）の土・日曜日、祝日運航
（１日８便、所要時間60分）。ホルンフェルスや雄大な
屏風岩、神秘的な海蝕洞など･･･イカ釣り漁船などで
周遊します！！ 須佐湾は、北長門海岸国定公園の北端
に位置し、日本地質百選「須佐ホルンフェルス」や断
崖・奇岩など、絶景の数々が点在します。本物の漁師
が操縦する漁船で、海から探勝する、日本海ならでは
の体験観光です。■料金／大人1,800円（1,600
円）、小学生以下900円（800円）、3歳未満無料（保
護者の付添必須、2歳以下漁船不可）※（ ）内は20人
以上の団体料金です。◆夏の特別企画「サンセットク
ルーズ」予約により運航 希望日の３日前までに要予
約※大人５人以上で運航。運行時間19：00～■料金：
大人2,000円、小学生以下1,100円
問い合わせ先／須佐おもてなし協会（つわぶきの館）
☎08387-6-2266
□HP  http://kanko.susa.in/

萩

会場／防府市立防府図書館研修室
          防府市栄町1-5-1ルルサス防府3F

防府

7月22日（日）

防府図書館
ビブリオバトル

時間／10:00～11:30
ビブリオバトルは、好きな本を誰かに知ってもらえ
て、自分の知らない面白そうな本に出会えるイベン
トです。今回のテーマは「愛についての本―恋愛、
友愛、家族愛…」です。おすすめの本を紹介するバ
トラー（発表者）と、チャンプ（優勝）本を決める投票
参加者を募集します。■参加料：無料■定員：バト
ラー：4人　投票参加者：先着30人■申し込み方法：
ハガキ・FAX・来館のいずれか■応募要件：①紹介
したい作品の書名・著者名・出版社名②応募者の住
所・氏名（ふりがな）・電話番号　①②をご記入の上
お申し込みください。電話申し込み不可。応募者多
数の場合および同じ作品が複数の場合は抽選とな
ります。■申し込み期限：7月8日（日）（※バトラー）
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-22-0780（防府図書館）
□HP  http://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

会場／石炭記念館
          宇部市大字沖宇部254

宇部

7月22日（日）

原石から化石を探そう！

時間／10:00～16:00
栃木県那須塩原市で採掘された「塩原木の葉石」の
原石から植物化石を見つけよう！ ■参加料：300円 
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／萩市大島 集合場所
          萩市東浜崎町139-1　
          萩海運待合所前

萩

7月22日（日）

萩・明治維新150年祭
大島まるまる体験ツアー

時間／11:00～17:10
海鮮バーベキューとサザエのつかみ取り体験、海から眺
める大島周遊を開催します。萩発11：00の定期船で大島
に渡り、大島発16：45の定期船で帰るまで、大島をまる
まる体験していただきます。カンテンづくり見学の後、海
鮮バーベキュー（イカ、アジ、サザエのほか大島で取れた
野菜、おにぎり等）で昼食。昼食後、漁船により大島を一
周し海から島を眺めます。その後に海に入りサザエのつ
かみ取り体験を行います。取られたサザエは全てお持ち
帰りいただきます。公民館到着後に最初に見学いただい
たカンテン等のフルーツポンチ等で休憩いただいた後、
特産品の販売を行います。■萩海運荷物引受所奥に
10:00から無料駐車場を開放します（定期船出航後、施
錠します）。■参加料（昼食代、体験料込み）中学生以上
2,000円、小学生1,000円、3歳以上500円※別途船賃
が必要になります。片道　大人400円、中学生280円、
小学生200円■定員：先着70人■応募要件・申し込み方
法：電話またはFAXで申し込み代表者の住所、氏名、連
絡、参加人員数（参加料の区分毎）をお知らせください。
■申し込み期間：7月2日（月）～13日（金）
問い合わせ先／大島出張所
☎0838-28-0584　FAX0838-28-1569
大島公民館
☎0838-28-0595

会場／菊ヶ浜沖
          萩市大字堀内菊ヶ浜沖

萩

7月22日（日）

萩ヨットレース
2018

時間／10:00～
菊ヶ浜海水浴場沖で繰り広げられるヨットレース。
レーシングクラスとクルージングクラスがあり、菊ヶ
浜沖をスタート・ゴールで行います。色とりどりのセ
イルが海上で舞い踊る様子をご覧ください。■入
場料：無料
問い合わせ先／萩ヨットレース実行委員会事務局
☎090-4693-2947
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=900022
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会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

7月28日（土）

気候と植物の関係から
自由研究の
課題を探そう！

時間／10:00～12:00
クイズに挑戦しながら、気候と植物の関係を考えよう。
■定員：先着30人■申し込み方法：電話・FAX・はがき
のいずれか■申し込み期間：7月9日（月）～26日（木）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
〒755-0025 宇部市野中3-4-29
☎0836-37-2888　FAX0836-37-2889

会場／萩博物館 講座室（無料ゾーン）
          萩市堀内355

萩

7月28日（土）

東京海洋大学
Ｄｒ．ＭＯＴＥＫＩの
深海魚なんでも
トークショー

時間／10：30～、13：00～、14：30～、
　　　16：00～（各回30分程度）
9月2日まで開催中の「深海魚大行進」展の関連イベントとして、茂
木正人准教授が、トークやクイズで深海魚のさまざまな話題や謎を
紹介します。クイズ正解者にはとっておきの深海魚グッズをプレゼン
ト！ ■入場料：無料■定員：先着80人■申し込み方法：講座室前で開
演30分前から先着順に整理券を配布します（満員になり次第締切）
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htm

会場／山口県立萩美術館・浦上記念館
　　　本館講座室
          萩市大字平安古町586-1

萩

7月28日（土）

フランス宮廷の磁器
セーヴル、創造の300年
記念講演会「華麗なる
セーヴル磁器の
歴史とその魅力」

時間／13:30～15:00（開場13：00）
■講師：櫻庭美咲氏（神田外語大学専任講師）■入
場料：無料■定員：座席数84席（当日受付先着順）
問い合わせ先／山口県立萩美術館・浦上記念館
☎0838-24-2400
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/
　exhibition/special/2018/09/030534.html

問い合わせ先／山陽小野田市環境調査センター
☎/FAX0836-83-3808

会場／ときわ公園スポーツ広場集合
          宇部市大字上宇部310

宇部

7月28日（土）

昆虫観察会
～みつけよう！
ときわ公園の昆虫～

時間／9:00～12:00 ※雨天順延
ときわ公園の昆虫を採集し観察します。■対象：小・
中学生（保護者同伴可）■持参品：帽子、長袖シャ
ツ、長ズボン、長靴、虫捕り網、虫かご、タオル、飲
み物など■定員：20人■申し込み方法：電話■申し
込み期限：7月20日（金）
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

山陽
小野田

会場／集合・分類場所：厚狭地区複合施設
          山陽小野田市大字鴨庄94

7月28日（土）

親と子の水辺の教室

時間／9:00～
厚狭川の水生
生物をつかま
えて、水がきれ
いかどうかを
調べます。雨天
の場合は室内
学習を行いま
す。■水生生
物採取場所：寝
太郎公園ゆめ
広場（小野田市石束）※原則、各自の車で移動しま
す。■対象：小学生以上とその保護者（弟や妹が一
緒でも可）■持参するもの：ビーチサンダル（長靴で
も可）、筆記用具■参加料：無料■定員：先着親子で
40人程度■申し込み方法：申込書を記入して郵送
（FAXでも可）。当日の参加も可能。※申込書は市
HPからもダウンロードできます。■申し込み期限：7
月22日（日）（消印有効）

会場／秋吉台家族旅行村駐車場
　　　（集合場所）
          美祢市秋芳町秋吉1237-553

美祢

7月28日（土）

秋吉台エコツアー
早朝の龍護峰

時間／7:20～12:30（受付は7:00～）
龍護峰に登り、四季折々の植物の生育に思いを馳
せる。早朝の龍護峰に登り、登山道沿いに生育す
る植物を観察する。■参加料：2,000円（弁当・保険
料を含む）■定員：24人（最少催行人員15人）■申
し込み方法：電話またはHP■申し込み期限：7月
23日（月）
問い合わせ先／秋吉台地域エコツーリズム協会
☎0837-63-0055
　mine-geo@city.mine.lg.jp
□HP  http://www.akiyoshidai-ecotour.org/home

山陽
小野田

会場／厚狭川河畔（JR厚狭駅から徒歩10分）

7月25日（水）

第86回厚狭花火大会

時間／20：00～21：00
約3,000発の花火が夜空を彩ります。■内容：子どもドー
ム、福引大会17：00～、各種バザー■雨天の場合は26日
（木）。※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
問い合わせ先／山陽商工会議所
☎0836-73-2525

会場／萩市須佐漁港
          萩市大字須佐

萩

7月27日（金）

須佐男命いか祭り

時間／9:30～
須佐のブランド「須佐男命いか（すさみこといか）」
が主役のイベント。活イカの直売やイカ料理、イカ
レースなど、須佐で獲れる新鮮な男命いかを堪能
できます！ 【内容】活イカ販売、男命いか・タイのレー
ス、須佐湾遊覧など■入場料：無料
問い合わせ先／萩市須佐総合事務所産業振興部門
☎08387-6-2219
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=900055

問い合わせ先／山口県立萩美術館・浦上記念館
☎0838-24-2400
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/
　exhibition/special/2018/09/030534.htm
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会場／防府市文化福祉会館
          防府市緑町1-9-2

防府

7月28日（土）、29日（日）

ほうふ幸せます人材バンク
「指導者バンク」
登録講師による公開講座
『夏季まなぼうやセミナー』

時間／28日（土） 8：30～17：00
　　　29日（日） 8：30～16：00
「指導者バンク」に登録されているボランティア講師による自主
公開講座が２日間にわたり、文化・スポーツ・教育等の様々な分野
で１６の講座が開かれます。■受講料：無料（材料費、資料代がか
かる講座有）■申し込み方法：基本不要※予約が必要な講座有
問い合わせ先／防府市教育委員会教育部生涯学習課
生涯学習相談コーナー　☎0835-23-3015
当日問合せ先　☎0835-23-1500
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
　soshiki/39/manaboyaseminar.html

会場／道の駅 ハピネスふくえ
          萩市大字福井下4014-2

萩

7月29日（日）

ハピネスふくえ
道の駅まつり

時間／9:00～14:00
フラダンスショー、たたら太鼓の競演で世界遺産観
光をＰＲ（正午ごろ）、新鮮野菜市、旬の果物即売（ブ
ドウ、スイカ、メロン）、飲食物販売■料金：無料
問い合わせ先／道の駅「ハピネスふくえ」
☎0838-52-0356

会場／むつみ物産販売交流施設
          萩市大字高佐下 伏馬地区

萩

7月29日（日）

ひまわりロードフェスタ

時間／10:00～15:00
萩市むつみ地区・伏馬山の山すそ一面にはひまわり畑が広がり、
7月下旬～8月上旬頃に見ごろを迎えます。7月下旬には「ひま
わりロードフェスタ」が開催され、地元の特産品・軽食の販売や
写真コンテストなどがあります。ひまわり畑の本数が約22万本
に増え、多くのひまわりを楽しむことができます！ ■入場料：無料
問い合わせ先／萩市むつみ総合事務所産業振興部門
☎08388-6-0211
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=900051

山陽
小野田

会場／小野田駅前ロータリー周辺
          山陽小野田市日の出3

7月28日（土）

第27回ちょうちん
七夕フェスティバル

時間／18:00～21:00

■内容：ステージ
イベント（バンド演
奏）、ちんどん屋、
各種バザー■雨
天中止※ご来場の
際は、公共交通機
関をご利用くださ
い。

問い合わせ先／小野田駅前商店街振興組合
☎0836-83-1403（町田）

会場／萩市須佐漁港
          萩市大字須佐

萩

7月28日（土）

音楽花火でこの夏の感動を！！
花火観覧チケットを販売
須佐湾大花火大会

時間／20:00～21:00
萩市須佐の「須佐湾」で、約5,000発の花火が夜空
に輝きます。三方を山で囲まれた湾内に上がる至近
距離の振動と山々への反響音。アニソンにシンクロ
させた音楽花火にレーザー光線等大迫力の感動を
お届けします。事前の予約で観覧席と駐車場をセッ
トにした「花火観覧チケット」を販売します。■須佐
湾花火観覧チケット：観覧席3,000円/1席・駐車場
2,000円/1台※観覧席と駐車場のセットでの販売
となります。■申し込み方法：須佐湾大花火大会実
行委員会（萩市須佐総合事務所）に電話で申し込
み、定員になり次第締め切り
問い合わせ先／須佐湾大花火大会実行委員会（萩市須佐総合事務所）
☎08387-6-2219
□HP  http://kanko.susa.in

会場／秋吉台カルスト展望台付近
          美祢市秋芳町

美祢

7月28日（土）

第40回秋吉台
観光まつり花火大会

時間／20:00頃～21:00頃
1,800発の打ち上げ花火が暗闇の草原の中で打
ち上げられ、秋吉台の夜空を彩ります。今年は西日
本でも珍しい３尺玉の打ち上げもあります。また、
打ち上げ前にはレーザーと特殊効果によるレー
ザーショーも実施します。■観覧料：無料
問い合わせ先／秋吉台観光まつり実行委員会
☎0837-62-0115（美祢市観光協会）
　info@akiyoshidai.com
□HP  https://karusuto.com/

会場／ＪＲ防府駅みなとぐち
          防府市戎町1-1

防府

7月28日（土）

夏の幸せますフェスタ
2018 防府おどり

時間／17:00～20:30
防府の夏まつり「防府おどり」は、ＪＲ防府駅みなと
ぐちを会場に行います。18:00から各団体・企業に
よるおどりの披露がはじまり、20:00からは、観客
も参加して楽しめる「自由参加タイム」があります。
その他、ルルサス防府会場では、13:00からＬＩＶＥ
ステージ（20:30まで）、16:00からゆかた茶会
（20:00まで）、17:00からビアフェスタ・まつり縁日
（21:00まで）が開催されるほか、天神町銀座商店
街会場では、11:00からものづくり教室やゲーム各
種、子供夜市（20:00まで）が行われます。■観覧
料：無料
問い合わせ先／防府市おもてなし観光課
☎0835-25-4547
□HP  https://visit-hofu.jp

会場／椹野川東津河川公園
          山口市小郡下郷東津

山口

7月28日（土）

第40回ふしの夏祭り

時間／17:00～21:00
「ふるさとの心はひ
とつ」をテーマに、
祭りが開催され、約
3,000発の花火が
夜空を彩ります。花
火大会の前には管
絃祭、小郡音頭ほか
各種の踊りなど多
彩な催し物がありま
す。■料金：無料

問い合わせ先／ふしの夏祭り実行委員会
☎083-976-8588
□HP  http://www.ochikyou.jp/
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会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

8月3日（金）～5日（日）

万灯の夕べ

時間／19:00～

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

8月2日（木）～9月24日（月）

特別企画展
「大岡昇平と中原中也」

時間／9:00～18:00
大岡昇平と中原中
也の交友と、戦後
の大岡の文学活動
における中也の位
置などについて紹
介します。■入館
料：一般320円、学
生210円、70歳以
上・18歳以下無料
■休館日：月曜（祝
日の場合は翌日）、
毎月最終火曜

問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／山口情報芸術センター
　　　［YCAM］スタジオC
          山口市中園町7-7

山口

8月3日（金）～5日（日）

特別企画展
「大岡昇平と中原中也」
関連イベント
大岡作品を映画で見る
大岡昇平原作映画特集

時間／3日（金）
　　　11:00「花影」／13:30「武蔵野夫人」
　　　4日（土）
　　　13:30「花影」／15:40「武蔵野夫人」／
　　　 17:30「野火（2014年・塚本晋也監督）」
　　　5日（日）
　　　13:30「野火（2014年・塚本晋也監督）」+
　　　　　　 「野火」メイキング映像上映（60分）
大岡昇平の作品を映画で観る３日間。■料金：一般
1,000円、any会員・25歳以下・特別割引500円※
中原中也記念館の入館チケット半券のご提示で
500円■定員：100席■チケット販売所：山口情報
芸術センタースタジオＣ（当日受付）
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.ycam.jp/events/2018/
　reincarnation-of-media-art/

会場／菊ヶ浜沖・萩商港

萩

8月1日（水）

萩・日本海大花火大会

時間／20:00～21:00
萩夏まつりの初
日に行われる花
火 大 会 。約
10,000発の花
火が日本海を
バックに萩の夜
空に咲き乱れま
す。■シャトル
バス：小学生以
上100円※中
央公園、萩市役
所前庭などから
随時

問い合わせ先／萩商工会議所
☎0838-25-3333
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=900025

会場／防府市立防府図書館
          防府市栄町1-5-1 ルルサス防府3F

防府

7月30日（月）、8月6日（月）

子ども図書館員

時間／14:00～16:20
夏休みは防府図書館で一緒に働いてみませんか。
窓口実務実習、館内見学をしてみたい小学校4～6
年生を募集します。■参加料：無料■定員：各日9人
■申し込み方法：はがき・FAX・来館のいずれか■応
募要件：小学校4～6年生で、防府図書館利用カード
を登録している人が対象。希望の日、住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号、学校、学年を明記してお申し込
みください。電話申し込み不可。応募者多数の場合
は抽選となり、結果ははがきで通知します。■申し
込み期間：7月1日（日）～15日（日）
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-22-0780（防府図書館）
□HP  http://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

会場／萩市吉田町、田町商店街、
　　　中央通り

萩

8月1日（水）～3日（金）

萩夏まつり

時間／18:00～23:00
１日（水）の「萩・日本海大花火大会」を皮切りに、３日
間にわたり連日盛り上がりを見せます。２日（木）は市
民総踊り「ヨイショコショ」パレードやよさこい等が行
われ、３日（金）には萩市に古くから伝わる伝統的行
事であり県無形民俗文化財に指定されている「お船
謡」の披露や、神輿が市内を練り歩きます。また、特
設ステージではゆかた美人コンテストなども開催さ
れ、イベント盛りだくさんのお祭りです。■料金：無料
問い合わせ先／萩商工会議所
☎0838-25-3333
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=900026

会場／弥富交流促進センター ほか6カ所
          萩市大字弥富下4043

萩

7月29日（日）

萩ジオパーク構想
龍が通った道まつり

時間／10:00～15:00
14㎞流れた溶岩の跡をめぐるスタンプラリー、弥
富名産のそばを使った手打ちそば、農産物・加工品
の即売、催し物など。スタンプラリー全ポイントを制
覇された方には景品あり。■参加料：無料
問い合わせ先／弥富公民館
☎08387-8-2044

会場／萩・明倫学舎
          萩市江向602

萩

7月29日（日）

萩・明倫学舎公開講座
おがわ是苦集
～初めて明かす裏ばなし～

時間／13:30～
萩・明倫学舎の「幕末ミュージアム」の展示品につい
て、寄贈者の小川忠文（おがわただふみ）さんから
お話しいただきます。今回は資料収集などの苦労ば
なしについてお話しいただきます。■聴講料：無料
問い合わせ先／萩・明倫学舎
☎0838-21-2018

会場／にちはら天文台
          津和野町枕瀬806-1

津和野

7月29日（日）

金属加工体験サイコロ作り

時間／13:30～16:00
島根県立西部高等技術校の先生の指導の下、金属
製のサイコロ作りが体験できます。■料金：無料■
申し込み方法：電話■応募要件：小中学生
問い合わせ先／にちはら天文台
☎0856-74-1646
□HP  http://www.sun-net.jp/~polaris/top.htm
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会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

8月5日（日）

おいでマルシェ

時間／9:00～15:00
毎月第1日曜日、活気あふれるファーマーズマーケッ
ト「おいでマルシェ」を開催しています。山口の豊か
な自然の中で愛情込めて育てた鮮度抜群の有機野

会場／山口情報芸術センター
　　　［YCAM］スタジオC
          山口市中園町7-7

山口

8月4日（土）

特別企画展
「大岡昇平と中原中也」
関連イベント
映画監督・塚本晋也氏トーク

時間／17:30～「野火（2014年・塚本晋也監督）」
　　　19：00～20：00 トーク
2014（平成26）年に映画化した大岡昇平原作の
「野火」を上映後、塚本晋也監督にご登壇いただき、
映画にまつわるお話をしていただきます。■料金：一
般1,000円、any会員・25歳以下・特別割引500円
※中原中也記念館の入館チケット半券のご提示で
500円■定員：100席■チケット販売所：山口情報芸
術センタースタジオＣ（当日受付）
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.ycam.jp/events/2018/
　reincarnation-of-media-art/

山陽
小野田

会場／公立大学法人山陽小野田市立
　　　山口東京理科大学
          山陽小野田市大学通1-1-1

8月4日（土）、5日（日）

公立大学法人
山陽小野田市立
山口東京理科大学
オープンキャンパス

時間／10:00～15:00
高校生とその保護者を対象にキャンパスを開放し、大
学の紹介をします。今年度より新設された薬学部のイ
ベントも開催します。■工学部（機械工学科・電気工
学科・応用化学科）、薬学部（薬学科）■内容：大学説
明会、学科紹介、入試説明会、保護者説明会、模擬授
業、研究実験体験、キャンパス見学ツアー、個別相談
ほか■入場料：無料※当日は、JR小野田駅、JR厚狭
駅、JR新山口駅より無料送迎バス（要予約）を運行。
※詳細は、大学HPをご覧ください。
問い合わせ先／公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学 教務課入試係
☎0836-88-4505
□HP  http://www.tusy.ac.jp/

会場／秋吉台自然動物公園サファリランド
          美祢市美東町赤1212

美祢

8月4日（土）、11日（土・祝）、12日（日）、
13日（月）、14日（火）、18日（土）、
25日（土）、9月1日（土）

ナイトサファリ

時間／17:30～20:30 ※荒天中止
8日間限定で、秋吉台サファリランドが夜間開園します。昼
間とは違う、夜の動物の生態を観察することができます。
ホワイトタイガーのエサやり体験やナマケモノぶらりん
ウォッチングなどの楽しいイベントもあります。■入園料：
大人2,400円、4歳～小学生1,400円、シニア65歳以上：
2,100円、タブレットガイド600円【車両1台につき】
問い合わせ先／秋吉台サファリランド
☎08396-2-1000
□HP  http://www.safariland.jp/

会場／ときわ動物園事務所集合
          宇部市則貞3-4-1

宇部

8月4日（土）

なりきり飼育員
～あなたも1日飼育員～

時間／9:30～15:00
ときわ動物園の動物の飼育体験を通じて、動物園
の役割や飼育員の仕事について学びます。■対象：
小学4～6年生■持参品：昼食、タオル、飲み物など
■定員：10人■申し込み方法：電話■申し込み期限：
7月25日（水）

問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

8月4日（土）

親子で楽しむ多肉植物の
寄せ植え・こけ玉作り教室

時間／9:30～11:30
多肉植物を使っての寄せ植え・こけ玉を作ります。■
持参品：はさみ、ビニール手袋か軍手■参加料：500
円■定員：小学生以下と保護者20組■申し込み方
法：FAXまたははがき■申し込み期限：7月17日（火）
問い合わせ先／ガーデンシティ推進グループ
〒755-8601 宇部市常盤町1-7-1
☎0836-34-8485　FAX0836-22-6008

会場／山口市小郡文化資料館ギャラリー
          山口市小郡下郷609-3

山口

8月4日（土）

親子で古代のお仕事体験

時間／10:00～12:00
夏休みを利用した親子の体験教室で、山口市文化財
保護課と山口市小郡文化資料館との連携事業です。
金属を溶かして昔のお金を作ったり、木簡に字を書
いたりして古代のお仕事を体験します。■参加料：
500円（入館料は無料）■休館日：月曜（祝日の場合
は火曜）■定員：小学生先着20人（保護者同伴）■申
し込み方法：電話または来館■申し込み期限：7月31
日（火）
問い合わせ先／山口市小郡文化資料館
☎083-973-7071
□HP  http://www.cmogori.ec-net.jp

会場／防府市立防府図書館 研修室
          防府市栄町1-5-1 ルルサス防府3F

防府

8月4日（土）

チャレンジ！ 調べ学習

時間／14:00～15:30
歴史に関する研究について専門家から話を聞き、
図書館で本を使って調べものをする方法を主に子
どもたちに教えます。■参加料：無料■定員：先着
40人■申し込み方法：はがき・FAX・来館のいずれ
か■応募要件：住所・氏名（ふりがな）・電話番号を明
記してお申し込みください。電話申し込み不可。■
申し込み期間：7月1日（日）～20日（金）
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-22-0780（防府図書館）
□HP  http://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

防府天満宮の参道から境内にかけて、およそ
2,000本余のろうそくを灯します。■料金：無料
問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
□HP  http://www.hofutenmangu.or.jp/

山陽
小野田

会場／集合場所：江汐公園管理棟
          山陽小野田市大字高畑字西山根401-1

8月4日（土）

ノルディック・ウォーク講習会

時間／9:00～11:00
エクササイズにもリハビリにも最適、2本のポール
を使ってさっそうと歩きましょう。■講師：原田尚子
（全日本ノルディック・ウォーク連盟公認指導員）■
持参するもの：帽子、水筒、タオル、ポール（持って
いる人）※20セット準備しています。■参加料：
400円（保険料を含む）※小中学生200円、小学生
未満50円、すげえちゃ・高泊会員は無料です。■申
し込み方法：電話■申し込み期限：7月31日（火）
問い合わせ先／「すげえちゃ・高泊」事務局（江汐公園管理棟内）
☎/FAX0836-84-1065（髙橋）
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会場／陸上自衛隊山口駐屯地内グラウンド
          山口市上宇野令784

山口

8月8日（水）

音楽と花火の夕べ

時間／17:00～21:40
陸上自衛隊駐屯地が一般公開され、音楽フェスティ

会場／山口市中心商店街、
　　　山口駅通り、パークロードほか

山口

8月6日（月）、7日（火）

山口七夕ちょうちんまつり

時間／18:00～22:00
約600年前から続くまつりで、竹につけたちょうち
ん飾りが、山口の街を紅く染めます。また、ちょうち
ん山笠の巡業等が行われ、山口の夏の風物詩に
なっています。
問い合わせ先／山口市ふるさとまつり実行委員会
☎083-932-3456
□HP  http://y-chouchin.jp/

会場／防府市青少年科学館（ソラール）
          防府市寿町6-41

防府

8月7日（火）～9月9日（日）

ソラール開館20周年記念企画展
「ニンニン・忍者展
～忍びの学び！
ニンジャ道場～」

忍者になりきって忍者修行！ 忍者とは何者か、どのように暮ら
していたのかを探り、忍者の「知恵」について学びます。忍者
屋敷体験（要入場料、当日館内で予約受付・定員あり）、手裏
剣などの修行道場、科学的な視点で考える忍学道場、忍具展
示などで、頭と体を鍛え現代の忍者をめざしましょう!! ■観覧
料：高校生以上300円、小中学生200円、幼児無料※割引等
適用対象：団体（20人以上）、障がい者手帳をお持ちの方と
その介護者、防府市文化振興財団会員■忍者屋敷入場料：小
学生以上200円※幼児、障がい者手帳をお持ちの方とその
介護者は無料。団体・会員割引なし。■休館日：9月3日（月）
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール）
□HP  http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp

会場／JR萩駅～JR江崎駅周辺
　　　（集合：JR萩駅）

萩

8月8日（水）、22日（水）

観光列車「○○のはなし」で行く!
深海魚ウォッチング
ツアーin萩

時間／11：30頃～17:00頃

時間／9：30～17:00（入館は16：30まで）

萩博物館で9月2日まで開催中の「深海魚大行進」展の関連イ
ベント。大人気の山陰本線観光列車「○○のはなし」の特別便
で、美しい海の風景と海の幸（弁当）を楽しみながら萩の北東部
へGO! 定置網に入ったフリソデウオやサケガシラなど「地元」
の「ナマ」の深海魚にタッチ・観察・撮影します。■参加費：有料
（予定）■定員：50～60人■申し込み方法等：詳しい内容や応募
先は7月上旬リリース予定の萩市観光協会・萩博物館HPへ。
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htm

会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

8月5日（日）

防府天満宮御誕辰祭
花火大会

時間／20:30～21:10
防府天満宮のある天神山から、約4,000発の花火
が夜空を彩ります。■料金：無料■観覧料：無料
問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
□HP  http://www.hofutenmangu.or.jp/

会場／秋吉台観光交流センター
　　　１F（集合場所）
          美祢市秋芳町秋吉3506-2

美祢

8月5日（日）

秋吉台エコツアー
秋吉台の地学観察と探検

時間／10:00～16:00（受付9:30～）
秋芳洞内の観光コース沿いの冒険コースや、普段
は公開されない琴ヶ淵を探検します。健脚者限定で
す。■参加料：3,500円■定員：7人（最少催行人数
４人）■申し込み方法：電話またはＨＰにて申し込み
■申し込み期限：7月31日（火）
問い合わせ先／秋吉台地域エコツーリズム協会
☎0837-63-0058
　mine-geo@city.mine.lg.jp
□HP  http://www.akiyoshidai-ecotour.org/home

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

8月5日（日）

君もおいしい
トマト作りの
プロになろう！

時間／10:00～12:00
トマトをおいしくする土・水・肥料・人のはたらきを学ぼう。
■定員：先着50人■申し込み方法：電話・FAX・はがきの
いずれか■申し込み期間：7月13日（金）～8月2日（木）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
〒755-0025 宇部市野中3-4-29
☎0836-37-2888　FAX0836-37-2889

会場／秋吉台国際芸術村コンサートホール
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

8月5日（日）

反田恭平ピアノ・リサイタル
全国ツアー2018-2019

時間／14:00～（開場13:30）
「情熱大陸」「題名のない音楽会」など多くのメディ
アも注目するピアニスト反田恭平の山口県初のリ
サイタルです。昨年の全国ツアーでは全13公演が
完売するなど、現在最も勢いのある若手ピアニスト
がオールベートーヴェンプログラムで登場します。
■チケット料金：１階席4,000円、2・3階席3,500円
（全席自由）■チケット販売所：秋吉台国際芸術村
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村事業企画課
☎0837-63-0020　FAX0837-63-0021
　info@aiav.jp
□HP  http://www.aiav.jp/

問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055

会場／ときわ動物園
          宇部市則貞3-4-1

宇部

8月5日（日）

動物ねんど作品展

時間／9:30～13:00
動物を観察しながら粘土で作品を作ります。即日審査
します。■対象：小学生以下■参加料：粘土1個300円
※参加者の動物園入園料は無料（同伴者は有料）
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

菜をはじめ、それぞれの季節の花や加工食品などた
くさんの産品を販売しています。山口の日々頑張る
生産者の皆さんが自ら販売し、一般のマーケットでは
なかなか出会えない新鮮な食材や商品が並びます。
生産者ならではの美味しい食べ方や旬な食材を、気
軽に楽しく教えていただけます。■入場料：無料
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会場／山口情報芸術センター
　　　［YCAM］スタジオA
          山口市中園町7-7

山口

8月15日（水）～26日（日）

YCAM爆音映画祭2018
会場／防府市文化財郷土資料館
          防府市桑山2-1-1

防府

8月12日（日）～9月23日（日・祝）

山口県埋蔵
文化財センター巡回展
「発掘された山口」

時間／9:30～17:00
山口県埋蔵文化財センターが2016（平成28）年度に
県内各地で行った発掘調査の成果をわかりやすく解
説した企画展です。展示の中心は防府の下津令遺跡
が中心になりますので、お楽しみに！ ■観覧料：無料■

問い合わせ先／防府市文化財郷土資料館
☎0835-25-2237　FAX0835-23-4300

会場／大照院
          萩市椿青海4132

萩

8月13日（水）

萩・万灯会（迎え火）

時間／19:30～22:00
萩の夏の風物詩である「萩・万灯会」は、萩藩主毛
利家の菩提寺である大照院と東光寺がその舞台と
なります。毛利氏の菩提を弔うため、それぞれ500
基を超える石灯篭に入れられたろうそくの火が、幻
想的な世界を作り出します。■20:00～墓前供養
祭、19:30～21:30呈茶席・抹茶接待（500円）、ろ
うそく販売（1本100円）※浴衣を着て来られた方
に①ろうそく1個プレゼント②抹茶を500円→300
円に割引します。■料金：無料
問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  http://hagishi.com/search/detail.php?d=900027

会場／東光寺
          萩市椿東1647

萩

8月15日（水）

萩・万灯会（送り火）

時間／19:30～22:00
萩の夏の風物詩である「萩・万灯会」は、萩藩主毛
利家の菩提寺である大照院と東光寺がその舞台と
なります。毛利氏の菩提を弔うため、それぞれ500
基を超える石灯篭に入れられたろうそくの火が、幻
想的な世界を作り出します。■料金：無料
問い合わせ先／東光寺
☎0838-26-1052
□HP  http://hagishi.com/search/detail.php?d=900028

休館日：月曜（月曜日が祝日の場合はその翌日）

山口

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

8月10日（金）～10月14日（日）

れきみん企画展
（明治維新150年記念）
「幕末長州藩のイメージ戦略
－風俗・人びと・歴史像」

時間／9:00～17:00
幕末期の長州藩が行ったイメージ戦略と、畿内や江
戸、そして長州藩の民衆は「長州藩」をどのように
捉えてきたのかを紹介します。■入館料：一般100
円。18歳以下、70歳以上、障がい者および同行の
介護者は無料■休館日：月曜（休日の場合は翌日）
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎/FAX083‐924‐7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/

山陽
小野田

会場／小野田運動広場
          山陽小野田市中川5-5

8月11日（土・祝）

第2回おのだ七夕祭り
2018
～この想い、その先へ～

時間／18:00～21:30
歌・ダンスなどのステージイベント、オペラのライブ
も行います。今、甦る！ 地元の花火■内容：18:00～
オープニングダンス、18:35～セレモニー、18:50
～七夕飾りコンテスト表彰式、19：20～浴衣コンテ
スト、20:00～花火、20:20～前田有喜ライブ（元
White berry）、20:50～秋本真紀オペラショー、
21:00フィナーレ※雨天の場合は、8月12日（日）
に延期します。■同時開催：8月11日（土）まで七夕
飾りコンテスト＆市内小学生短冊作品展示（おのだ
サンパーク）
問い合わせ先／山陽小野田商工会議所
☎0836-84-4111

会場／山口市小郡文化資料館研修室
          山口市小郡下郷609-3

山口

8月11日（土・祝）、12日（日）

夏休み体験教室「勾玉作り」

時間／10:00～12:00
夏休みを利用した体験教室で、石を削って古代の
アクセサリー「勾玉」を作ります。■参加料：300円
（入館料は無料）■休館日：月曜（祝日の場合は翌
日）■定員：各日小学生20人（保護者同伴、先着順）
■申し込み方法：電話または来館■申し込み期限：8
月5日（日）
問い合わせ先／山口市小郡文化資料館
☎083-973-7071
□HP  http://www.cmogori.ec-net.jp

問い合わせ先／陸上自衛隊山口駐屯地広報室
☎083-922-2281
□HP  http://www.mod.go.jp/gsdf/mae/13b/
　yamaguti/index.html

会場／山口市中央公園
　　　（山口情報芸術センター[YCAM]前）
          山口市中園町7

山口

8月10日（金）～12日（日）

真夏の夜の星空上映会

時間／19:30～
隣接する中央公園で開催する毎年恒例の野外上映イ
ベントです。涼しい夜空の下で、お友だちやご家族と
映画をお楽しみいただけます。今年も幅広いみなさま
に楽しんでいただける作品の上映を行うほか、
YCAMで生まれた映画の上映もあります。■上映作
品：8月10日（金）「ワイルドツアー」（上映前に舞台挨
拶あり）、8月11日（土）「SING/シング」、8月12日
（日）「シング・ストリート 未来へのうた」■鑑賞料：無料
問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222　FAX083-901-2217
　information@ycam.jp
□HP  http://www.ycam.jp/cinema/2018/
　a-midsummer-nights-film-screening/

バルや花火大会が行われます。山口の夏の風物詩
として親しまれています。■料金：無料
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会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

8月25日（土）

れきみん企画展　
（明治維新150年記念）
「幕末長州藩のイメージ戦略
－風俗・人びと・歴史像」
ギャラリートーク1

時間／13:30～14:30
企画展示「明治維新150年記念」について、同館の学芸員がわ
かりやすく解説します。■聴講料：無料■入館料：一般100円。
18歳以下、70歳以上、障がい者および同行の介護者は無料
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎/FAX083‐924‐7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/

山陽
小野田

会場／不二輸送機ホール
　　　（山陽小野田市文化会館）
          山陽小野田市大字郡1754
          （JR厚狭駅新幹線口前）

8月24日（金）～26日（日）

第24回山陽小野田市
ピアノマラソン大会

会場／萩博物館 講座室（無料ゾーン）
          萩市大字堀内355

萩

8月25日（土）

東京海洋大学
Dr.MOTEKIと貴重体験!
「深海のプレデター」
解剖リサーチ

時間／10：00～、13：00～、15：30～
　　　各回1時間程度
9月2日まで開催中の「深海魚大行進」展の関連イベントと
して、日本近海やインド洋で捕獲された「深海のプレデ
ター」といわれる深海魚（冷凍標本）の解剖に挑戦！ 魚類学
研究者の指南のもと、体の仕組みや胃の中など観察しま
す。■参加費：300円■定員：1回につき、小学3年生～中学
3年生18人とその保護者（応募多数の場合は抽選）■申し
込み方法：展示会場出口の応募用紙に記入し、往復はがき
に貼って郵送（5～7日前に抽選の当否をご連絡します）■
応募要件：「深海魚大行進」を観覧した小学3年生～中学3
年生とその保護者限定■申し込み期限：8月10日（金）
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
申込先：〒758-0057 萩市大字堀内355
萩博物館内「解剖リサーチ係」 
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htm

「ピアノマラソン大会」は、不二輸送機ホール（文化会館）が所
有するスタインウェイ＆サンズ社製のグランドピアノをたくさ
んの人に演奏してもらおうと、1995（平成7）年から毎年開催
しています。今回もたくさんの方の参加をお待ちしておりま
す。■対象：3歳以上※開催時間は申し込み人数に応じて決定

問い合わせ先／不二輸送機ホール（山陽小野田市文化会館）
☎0836-71-1000 
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/bunka-kaikan/

※応募者の個人情報は、大会プログラムへの掲載など大会運
営に関することに使用します。また、入賞者の氏名等は新聞、
市HP等で公表する場合があります。■参加料：2,000円■申
し込み方法：往復はがきに必要事項を記入し、不二輸送機ホー
ルに郵送■選曲：自由（5分以内の曲で1人1曲、連弾も可）■
応募要件：①希望日は日付と午前・午後の区別を第2希望まで
記入してください（時間指定は不可）希望が集中した場合は、
調整させていただくことがあります。②連続出場（5年、10
年、15年、20年）に該当すると思われる人は、必ず記入して
ください。③教室単位または代理人による申し込みはご遠慮く
ださい■申し込み期限：7月15日（日）消印有効
前回の大会は3歳から89歳まで幅広い年齢層に参加してい
ただき、470組497人の参加者によって、合計19時間43分
51秒の演奏時間を記録しました。様々人の演奏を聴くことが
できる機会です。ぜひお越しください。■入場料：無料

会場／体験民宿ほっとビレッジ美東
          美祢市美東町赤3043-1

美祢

8月19日（日）

秋吉台エコツアー
柿渋づくりと箱庭づくり

時間／10:00～15:00（受付9:30～）
柿だけで、体に優しい柿渋を作ります。塗って良し、
染めて良し、味わいある色調を醸し出します。午後
はちっちゃな庭園、箱庭を作ります。■参加料：
3,000円（昼食代・飲み物代・保険料・材料代を含む）
■定員：20人（最少催行人員10人）■申し込み方
法：電話またはHP■申し込み期限：8月14日（火）
問い合わせ先／秋吉台地域エコツーリズム協会
☎0837-63-0056
　mine-geo@city.mine.lg.jp
□HP  http://www.akiyoshidai-ecotour.org/home

会場／萩・明倫学舎
          萩市江向602

萩

8月19日（日）

萩・明倫学舎
夏の課外授業
「怖いはなし」

時間／10：00～、14：00～
紙芝居や影絵を使ったお話■参加料：無料
問い合わせ先／NPO萩明倫学舎
☎0838-21-0304
□HP  http://hagimeirin.jp/2018/06/04/
　2018-8-19kowai-hanashi/

会場／クリエイティブ・スペース赤れんが
          山口市中河原町5-12

山口

8月22日（水）～9月2日（日）

風を纏う
～公文知洋子裂織の世界～

時間／9:00～18:00
山口市出身の裂織作家、公文知洋子氏の展覧会。
温かみのある藍染木綿の古い布との出会いからそ
の魅力に魅かれる。糸では表現できない繊細で奥
深い色合いと温かみのある風合いの裂織作品。イ
ンスタレーション作品もあり。■入場料：無料■休館
日：8月27日（月）
問い合わせ先／クリエイティブ・スペース赤れんが
☎083-928-6666　FAX083-928-6611
□HP  http://www.akarenga.justhpbs.jp/

繊細な大音響で映画を体感することで、これまでに
ない映画体験を創造する「爆音映画祭」が、今年も
YCAMにやってきます。YCAMが誇る充実の音響
環境を十全に用い、今回も往年の名作から話題の新
作まで、幅広いラインナップを爆音でお届けします。
■鑑賞料：未定■定員：未定■チケット販売所：未定
問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222　FAX083-901-2217
　information@ycam.jp
□HP  http://www.ycam.jp/cinema/2018/
　ycam-bakuon-film-festival/

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

8月18日（土）

特別企画展
「大岡昇平と中原中也」
関連イベント
プロムナード・トーク

時間／14:00～15:00
中原中也記念館の学芸員による展示解説を行います。■入
館料：一般320円、学生210円、70歳以上・18歳以下無料
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／萩・明倫学舎
          萩市江向602

萩

8月18日（土）、26日（日）

萩・明倫学舎
夏の課外授業
「親子で学ぶ科学教室」

時間／10:00～11:00
親子でホログラム万華鏡づくり■参加料：1人150
円■定員：先着20組■申し込み方法：電話または
メール■応募要件：親子（親1人に対し、子2人まで）
問い合わせ先／NPO萩明倫学舎
☎0838-21-0304
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会場／大正洞駐車場：スタート・ゴール
          美祢市美東町赤

美祢

9月9日（日）

みねすとろん2018

時間／7:00～16:30 ※雨天決行
秋吉台の雄大な景色やおいしい地元グルメが楽し
めるサイクリングイベントみねすとろん。皆様の参加
をお待ちしています! ■参加料：ロングコース7,000
円、ミドルコース5,000円、■定員：ロングコース
400人、ミドルコース100人■申し込み方法：申込専
用HPスポーツエントリー※9歳以上の健康な男女
18歳以下の方は保護者の署名が必要です。13歳
未満の方は保護者の同伴が必要です。■申し込み
期限：8月9日（木）
問い合わせ先／美祢市観光協会
☎0837-62-0115
□HP  http://www.karusuto.com

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

美祢

9月13日（木）

大人の社会派ツアー
「炭鉱の歴史
美祢を支えた
”黒”と新たな産業」

時間／8:50～16:50
■ルート：美祢市歴史民俗資料館⇒麦川街並み・國吉旅
館⇒荒川抗⇒美祢社会復帰促進センター⇒道の駅おふ
く。「黒のダイヤ」と呼ばれた無煙炭の採掘施設跡を当
時のお話を聞きながら巡ります。また、炭鉱住宅跡に建
てられた国内初の官民協働運営の刑務所「美祢社会復
帰促進センター」では、受刑者の部屋や刑務作業の中を
見学し、昼食も受刑者と同じメニューを食します。リ
ニューアルオープンした「道の駅おふく」では、手作り
シャーベットの無料サービスもあります。■旅行代金：1
人6,700円■定員：23人（最少催行人数15人）■申し
込 み 方 法：H P また は 電 話（ 宇 部 市 交 通 局：
0836-31-2442）※募集開始日および予約状況等につ
いてはHPをご覧ください。※申し込みの前にHP掲載の
注意事項一覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp　
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

美祢

9月15日（土）

大人の
社会派ツアー
「食・美祢（秋）
カルスト台地の
恵みを食す！（秋）」

時間／9:00～16:15

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

9月1日（土）、8日（土）、
15日（土）、22日（土）、
29日（土）

山口大学公開講座
「香りを科学する」

時間／13:00～15:00
人をはじめ動植物は、「香り」を巧みに利用してきま
した。例えば、植物や菌の香りによる生き残り戦略、
昆虫や動物の香りによるコミュニケーション、人の
生活の中での香りの有効活用などです。基礎から
最新の話題までを各講師がそれぞれの立場から紹
介・解説し、後半の体験学習では香りを実際に嗅い
で、対話形式で進めていきます。この講座で、香り
の不思議について楽しく学び、香りの自分流活用
法を発見してみませんか。■受講料：8,000円■定
員：先着30人■申し込み方法：電話・はがき・FAX・
HPのいずれか■応募要件：電話・FAXでお申し込
みの場合は、①氏名 ②氏名ふりがな ③年代 ④性
別 ⑤郵便番号・住所 ⑥電話番号 ⑦受講希望講座
名をお知らせください。※メールでのお申し込みは
できません。電話受付時間：月曜～金曜9:00～
17:00■申し込み期限：8月20日（月）
問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
☎083-933-5059　FAX083-933-5029
　chiiki@yamaguchi-u.ac.jp
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

宇部

美祢

9月5日（水）

大人の社会派ツアー
【健脚コース】
「美祢の石灰石と宇部
石灰石の多様性と
コンテナターミナル」

時間／9:00～17:40
■ルート：薬仙石灰㈱⇒伊佐の街並み散策⇒美祢
グランドホテル竹筒庵（ささえあん）⇒宇部興産専
用道路・興産大橋⇒宇部興産㈱宇部セメント工場⇒
宇部マテリアルズ㈱宇部工場⇒宇部港コンテナ
ターミナル。石灰石の採掘現場を間近に見学し、幕
末の面影を残す伊佐の街並み散策では維新の風を
感じるかも? その後宇部興産専用道路を走行し、
石灰石をテーマに物語が進みます。さらに、普段は
入ることのできない宇部港コンテナターミナルで
は、運が良ければ船への積み込みも見られますよ! 
■旅行代金：1人7,800円■定員：23人（最少催行
人数15人）■申し込み方法：HPまたは電話（宇部
市交通局：0836-31-2442）※募集開始日および
予約状況等についてはHPをご覧ください。※申し
込みの前にHP掲載の注意事項一覧をご確認くだ
さい。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX：0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

会場／萩市江崎漁港
          萩市弁天公園周辺

萩

8月25日（土）

たまがわ夏まつり

時間／17:00～
毎年恒例の田万川地域の夏まつり。江崎湾の夜空
を約3,000発の花火が彩ります。（20：00頃）※荒
天時には、花火のみ8月26日（日）に順延されます。
豪華景品が当たるビンゴ大会のほか、山口県警察
音楽隊、フラメンコ、友信かぐらなどのステージイ
ベント、田万川音頭総踊りなど■料金：無料
問い合わせ先／たまがわ夏まつり実行委員会
（萩市田万川総合事務所地域振興部門）
☎08387-2-0300 
□HP  http://hagishi.com/search/detail.php?d=900067

会場／防府市公会堂
          防府市緑町1-9-1

防府

8月26日（日）

（公財）防府市文化振興財団
設立20周年記念
キティズパラダイス
＆チャオ! チャオ!
コンサート

時間／14:00～
サンリオの人気キャ
ラクター（ハローキ
ティ、バッドばつ丸、
シナモロール）が防
府市公会堂に大集
合! ステージショー
や、歌のおねえさん
ユニット「チャオ! 
チャオ! 」のコンサー
トなどバラエティー
豊かな公演です。
ハーモニーランドの
ペアチケットなどが
当たる抽選会や握手会もあります。ご家族揃ってぜ
ひお越しください。■入場料：全席指定 一般1,800
円、小学生以下500円（当日200円高、財団会員
300円引）※2歳未満のお子様は、保護者1人につ
き1人までひざ上鑑賞無料。■チケット販売所：アス
ピラート、防府市公会堂、周南市文化会館、山口情
報芸術センター、ローソンチケット、チケットぴあ
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5151（アスピラート）
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~aspi-111/
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山陽
小野田

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

宇部

9月27日（木）

大人の社会派ツアー
「エネルギー宇部・山陽小野田
宇部・山陽小野田の
エネルギー施設を見る」

時間／9:00～17:35
■ルート：長州産業㈱⇒ソル・ポニエンテ⇒西部石油
㈱山口製油所⇒㈱パワーエンジニアリング・アンド・ト

問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会　
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp　
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

9月30日（日）

れきみん企画展　
（明治維新150年記念）
「幕末長州藩の
イメージ戦略
－風俗・人びと・歴史像」
ギャラリートーク2

時間／13:30～14:30
企画展示「明治維新150年記念」について、同館
の学芸員がわかりやすく解説します。■聴講料：無
料■入館料：一般100円。18歳以下、70歳以上、
障がい者および同行の介護者は無料
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎/FAX083‐924‐7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/

会場／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

10月28日（日）

世良公則Knock・
Knock 2018 
with宇崎竜童

時間／17:00～
デビュー41年目の今もなお、精力的に活動を続け
る世良公則のアコースティックライブ。特別ゲスト
に宇崎竜童を迎えます。■チケット代：全席指定　
一般5,500円、文化創造財団友の会会員5,000
円、高校生以下2,000円、当日券各500円高※未
就学児入場不可（託児1人500円、要予約）■チ
ケット販売所：宇部市文化会館、ローソン、セブンイ
レブン、ファミリーマート。財団友の会先行予約7月
8日（日）・9日（月）、一般発売7月15日（日）
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355
　info@ube-bunzai.jp

山陽
小野田

山陽
小野田

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

宇部

9月19日（水）

大人の社会派ツアー
「ものづくり宇部・山陽小野田
日本を支える
『ものづくり企業』を学ぶ」

時間／8:00～17:40
■ルート：㈱ササクラ小野田工場⇒明石被服興業㈱
宇部工場⇒明石被服興業㈱宇部工場食堂⇒山口
県産業技術センター⇒tot Factory Cotot（コトッ
ト）⇒㈱伸和精工 地域に根差し、この地域で「もの
づくり」に取り組む企業と、それを用いて、地域の
特産品を製造する企業があります。また、最新鋭の
試験・計測機器などを設置し、地域の「ものづくり」
を支援する施設もあります。富士ヨット学生服の製
造販売をしている明石被服興業を訪ね、機械やロ
ボットではできない、人の手によるきめ細やかな縫
製工程等を見学し、金属加工の技術を生かしてア
ルミ製ギターを完成させた、産業機械部品製造など
を手がける伸和精工を訪問するなど、日本の強み
である「ものづくり」を体験しませんか!■旅行代金：
1人7,100円■定員：23人（最少催行人数15人）
■申し込み方法：HPまたは電話（宇部市交通局：
0836-31-2442）※募集開始日および予約状況
等についてはHPをご覧ください。※申し込みの前
にHP掲載の注意事項一覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

会場／JR厚狭駅新幹線口集合
          山陽小野田市大字厚狭沖田8-3

9月20日（木）

大人の社会派ツアー
【人気コース】
「公営競技とともに歩むまち
山陽オートバックヤードと
山陽地区の産業を学ぶ」

時間／9:00～16:30
■ルート：（一財）建材試験センター西日本試験所
⇒㈱花の海⇒帆万里⇒山陽オートレース場バック
ヤード・レース観戦⇒トロアメゾン。公営競技とと
もに歩む山陽地区の産業を探訪。西日本エリア最
大級の第三者試験機関である建材試験センター
を訪ね、建築物や土木構造物に使用される材料等
の品質性能検査の現場を見学します。注目は全国
に5場しかない公営オートレース場、山陽オート
レース場の裏側を現役選手の案内で見学し、普段
は立ち入ることができない場所から迫力あるレー
スを観戦します。■旅行代金：1人6,200円■定
員：23人（最少催行人数15人）■申し込み方法：
HPまたは電話（㈱船鉄観光旅行社おのだサン
パーク店0836-83-3275）※募集開始日および
予約状況等についてはHPをご覧ください。※申し
込みの前にHP掲載の注意事項一覧をご確認くだ
さい。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp
□HP  http://www.csr-tourism.jp/

会場／山口市歴史民俗資料館
         山口市春日町5-1

山口

9月22日（土）

れきみん企画展　
（明治維新150年記念）
「幕末長州藩の
イメージ戦略
－風俗・人びと・歴史像」
関連講演会

時間／10:30～12:00
企画展に関連して、鳥取大学地域学部教授 岸本覚
氏による講演会「幕末「長州藩」イメージの形成－
藩主と藩祖を中心に（仮）－」を開催します。■聴講
料：無料■定員：先着50人■申し込み方法：電話ま
たはメール
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎/FAX083‐924‐7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/

■ルート：秋芳梨生産販売協同組合⇒大嶺酒造⇒日
本名水百選 別府弁天池⇒弁天会館⇒秋吉ファーム
ガーデン。秋吉台の麓に開けた秋芳地区は、梨づく
りに適した恵まれた土壌、気象条件、そして何よりも
生産者の梨づくりへの“こだわり”により、甘味と酸味
のバランスの良い「秋芳梨」が生み出されています。
その秋芳選果場の作業風景の見学と今年4月にオー
プンした新施設・大嶺酒造では水にこだわった酒造
蔵を見学します。■旅行代金：1人7,100円■定員：
23人（最少催行人数15人）■申し込み方法：HPまた
は電話（宇部市交通局：0836-31-2442）※募集開
始日および予約状況等についてはHPをご覧くださ
い。※申し込みの前にHP掲載の注意事項一覧をご
確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp　
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

レーニングサービス（PET）⇒興産大橋⇒宇部興産沖
の山貯炭場（コールセンター）・6号岸壁。環境への関
心が高まり、注目されているクリーンエネルギー。太
陽光で発電した電力だけを使って作った水素を貯蔵
する水素ステーション実証施設の見学をします。また
エネルギー産業の実態として巨大なタンクが広がる
石油精製工場や、中国電力の新宇部発電所を利用
し、現在は技術研修施設となっているPETを見学。最
後に国内最大級の石炭貯炭場と石炭輸入施設を見学
します。■旅行代金：1人7,300円■定員：23人（最少
催行人数15人）■申し込み方法：HPまたは電話（宇
部市交通局：0836-31-2442）※募集開始日および
予約状況等についてはHPをご覧ください。※申し込
みの前にHP掲載の注意事項一覧をご確認ください。
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