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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10回銅山まつり
10月22日（日）

山陽小野田市
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第20回
お祝い夢花火

10月28日（土）

萩市

着物ウィークin萩プレミアム
10月1日（日）～22日（日）

津和野町

つわの太鼓
20周年
記念事業公演

10月22日（日）

山口市

湯田温泉
酒まつり

10月8日（日）

防府市

開館特別企画展
「山頭火の句
  名筆特選
  ～百年目のふるさと～」

10月7日（土）～
2018年1月8日（月）宇部市
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ときわ
ハッピー
ハロウィン

10月7日（土）～
30日（月）
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山陽
小野田

会場／県立萩美術館・浦上記念館
 萩市平安古町586-1

萩

10月22日（日）まで

特別展
「プリティー♥プリント
江戸の花鳥版画展」

時間／9:00～17:00
四季折々の草花や樹木に、小鳥をはじめ小動物や
昆虫、魚などを取り合わせた絵画を花鳥画といいま
す。今回は、伊藤若冲をはじめ浮世絵師以外の画
家による花鳥版画も展示し、また文化諸相との関連
についても紹介します。花鳥版画に描かれた、かわ
いい動物やカラフルな花々をお楽しみください。■
観覧料：一般1,000円、70歳以上と学生800円、
18歳以下無料■休館日：10月2日（月）、16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/

会場／弥富グランド
 萩市大字弥富下4088

萩

10月1日（日）

第19回手作りそばの
花まつり

時間／9:30～15:00
そばの花が咲きそろう時期に開催される秋の恒例
イベント。萩市須佐地域弥富地区では、約10haで
そばを生産しており、地区に伝わる龍神伝説から
「弥富龍神そば」と名付けられました。今年も弥富
産そばだけを使った10割そばの昔ながらの味が楽
しめます。そば打ち体験やもちつき、龍神伝説から
生まれた「龍神太鼓」など、さまざまな催しが行われ
るほか、大地の恵み・弥富そばで作ったそばシフォ
ンケーキやそばマドレーヌなど、弥富そばがまるご
と楽しめます。■参加料：無料
問い合わせ先／弥富むらおこし会事務局（弥富公民館）
☎08387-8-2044
□HP  http://kanko.susa.in/

会場／萩市立明倫小学校体育館
 萩市江向475

萩

10月1日（日）

青少年のための
科学の祭典

時間／10:00～15:00
理科や科学技術といった分野の実験や工作を一堂
に集めて来場者に楽しんでもらうイベントです。市
内小中学校、山口大学、企業などが21のブースを
出展します。10以上のブースを回ると特製缶バッ
ジをプレゼントします。■参加料：無料
問い合わせ先／萩市教育委員会学校教育課
☎0838-25-3558

会場／萩博物館
 萩市大字堀内355

萩

12月3日（日）まで

没後100年記念企画展
「日本の工学の父
山尾庸三」

時間／9:00～17:00（入館は16：30まで）
幕末、英国に密航留学し、維新後、工部大学校（現
東京大学工学部）の創設に携わった山尾庸三。日本
の工学教育の基盤形成に尽力したことから「工学
の父」と称されます。2016（平成28）年萩市に寄
贈された山尾家資料を初公開し、「長州ファイブ」
の一人、庸三の人物像にせまります。■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  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htm

会場／山口市中央公園
 山口市中園町7

山口

10月1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。
問い合わせ先／山口市農林政策課　
☎083-934-2816　
　n-seisaku@city.yamaguchi.lg.jp

会場／山陽小野田市
　　　歴史民俗資料館2F展示室
 山陽小野田市栄町9-12

11月12日（日）まで

企画展「発掘された
山口巡回展」

時間／9:00～17:00
県内の2015（平成27）年度における発掘調査の
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。主に古墳時代から江戸時代末期頃まで
の出土品を展示しています。■内容：秋根土塁跡
（下関市）、殿久遺跡（美祢市）、堂道遺跡（山口
市）、下津令遺跡（防府市）■入場料：無料■休館日：
月曜日、10月10日（火）、11月3日（金・祝）
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／旧毛利家本邸
 防府市多々良1-15-1

防府

10月22日（日）まで

第3回毛利邸で和を愉しむ

時間／10:00～15:00
毛利邸で和の鑑賞や体験が味わえるイベントを開
催しています。10月1日（日）：防府市内芸術家によ
る作品展示（ぷちみーつ）■10月7日（土）～10月
9日（月・祝）：毛利博物館館長による「ギャラリー
トークと邸内ご案内」■10月9日（月・祝）：和装でコ
スプレ、お抹茶席、箏の調べ、庭園で撮影会■10
月21日（土）・22日（日）：いけばな展 ※箏の調べ
は、10月21日（土）も開催 ※庭園で撮影会は、10
月15日（日）も開催■体験料：各催事により異なる
（別途博物館入館料および庭園の入園料要）■博
物館入館料：大人700円、小中学生350円■庭園
入園料：大人400円、小中学生200円■博物館・庭
園共通料：大人1,000円、小中学生500円 ※割引
適用対象：団体（20人以上）■申し込み方法：（和装
でコスプレ）インターネット ※「こすおん」で検索■
申し込み期限：開催1週間前
問い合わせ先／防府市おもてなし観光課
☎0835-25-2542
□HP  https://visit-hofu.jp

会場／毛利博物館
 防府市多々良1-15-1

防府

10月25日（水）まで

企画展「晋作を見いだした
殿様・毛利元徳」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）

問い合わせ先／毛利博物館
☎0835-22-0001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/

破天荒で知られる高杉晋作を庇護したのは、毛利敬
親の養子としてともに藩政を支えていた元徳でし
た。毛利元徳に焦点をあてて、幕末維新期の萩・山
口藩の動向を紹介します。■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 ※割引適用対象：団体（20人以上）
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会場／山口市民会館
 山口市中央2-5-1

山口

10月2日（月）

ポール・モーリア
リメンバー・コンサート

時間／18:30～20:30
1969（昭和44）年から1998（平成10）年の間、
およそ870回も来日し、聴衆を魅了したフランス出
身のポール・モーリア。その音楽は、「ラブ・サウンド
の王様」と言われ、イージーリスニングとして現在
も様々な機会に耳にします。そのポール・モーリア・
グランド・オーケストラのメンバーだった、ジャン・
ジャック・ジュスタフレが指揮をとり、懐かしい楽曲
の数々を演奏します。■チケット料金：【前売】一般S
席8,800円、A席7,800円、学生（U-25）2,000円 
※any会員は一般料金より各500円割引（前売の
み） ※当日券は各500円高 ※未就学児入場不可、
託児有、要事前申し込み■定員：1,500人■申し込
み方法：窓口・電話・インターネットのいずれか
問い合わせ先／山口市民会館
☎083-923-1000
□HP  http://yamaguchi-civichall.com

会場／防府市スポーツセンター
　　　体育館（ソルトアリーナ）
 防府市大字浜方174-1

防府

10月2日（月）～7日（土）

サントリーサンバーズ
バレーボールチーム
合宿誘致

時間／9:00～19:00
Ｖ・プレミアリーグ男子サントリーサンバーズチーム
が合宿を行います。合宿中、2階観覧席からの観覧
は自由となっておりますので、是非ご来場くださ
い。また、ファンサービスも予定されています。練習
は10月2日（月）は午後から、10月7日（土）は午前
中。※10月4日（水）午後からは練習はありません。
■観覧席：1,100人
問い合わせ先／防府市体育協会事務局
☎0835-23-4510

会場／英雲荘
 防府市お茶屋町10-21

防府

10月4日（水）～31日（火）

防府展
（文化財×アート）
「ＨＡＺＡＭＡ～間～」

時間／9:30～16:30
防府を愛する若手芸術家8人が作品展示をおこな
い、史跡空間を彩ります。■観覧料：大人300円、小
中学生150円■休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）
問い合わせ先／防府市教育委員会文化財課
☎0835-25-2237
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp

会場／中原中也記念館
 山口市湯田温泉1-11-21

山口

10月4日（水）～
2018年1月21日（日）

中原中也生誕110年 企画展Ⅱ
「コミックのなかの中也」

時間／10月：9：00～18：00
　　　11～1月：9：00～17：00
　　　（入館は終了時間30分前まで）
本展では、中也や中也の詩が物語に深く関わるコ
ミックを取り上げ、それぞれの内容と見所について
中也を中心に紹介します。同じ「中原中也」を扱っ
ていても、作者によってアプローチが全く異なりま
す。コミックを通じて中也および中也の詩の魅力に
触れることができる展示です。■入館料：一般320
円、学生210円■休館日：月曜日（祝日の場合は翌
日）、毎月最終火曜日、年末年始
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

山口

10月4日（水）～
2018年1月21日（日）

中原中也生誕110年
文豪ストレイドッグス×
中原中也記念館スタンプラリー
in湯田温泉

会場／英雲荘
 防府市お茶屋町10-21

防府

10月4日（水）

観月会

時間／18:00～21:00
防府市出身、在住者による演奏会を開催します。
■観覧料：大人300円、小中学生150円
問い合わせ先／防府市教育委員会文化財課
☎0835-25-2237
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp

会場／萩城城下町周辺ほか
　　　市内各所

萩

10月1日（日）～22日（日）

着物ウィーク
in萩プレミアム

時間／10:00～17:00

萩の町並みに似合う着物を着て、町歩きを楽しむイ
ベントです。着物割引などの特典や写真撮影＆プレ
ゼント、和小物作り体験教室などができます。■参
加料：着物レンタル4,000円、着物持込の場合
2,000円
問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  http://www.hagishi.com/event/
　kimono08/index.html

会場／中央銀天街
 宇部市中央町

宇部

10月1日（日）～15日（日）

第27回UBEビエンナーレ×
まちじゅうアートフェスタ2017
まちなかアートフェスタ
アーティスト・イン・レジデンス

時間／14:00～16:00
作家：黒田大祐がまちなかに滞在し作品を制作、成
果（作品）を発表します。
問い合わせ先／宇部市まちなか再生推進課
☎0836-34-8468
　machinaka@city.ube.yamaguchi.jp

会場／瑠璃光寺五重塔
　　　（香山公園内）
 山口市香山町7-1

山口

10月1日（日）、8日（日）、
15日（日）、22日（日）、29日（日）

瑠璃光寺
五重塔内陣公開

時間／9:00～17:00
通常は見ることができない瑠璃光寺五重塔内部を
公開します。
問い合わせ先／山口商工会議所 明治維新150年記念事業
実行委員会 ☎083-925-2300
□HP  http://ishin150-yamaguchi.com/

会場／山口情報芸術センター（YCAM）
 山口市中園町7-7

山口

10月1日（日）

やまぐち歴史講座
2017
講演会「聞多走る！－明治の
元勲 井上馨の青春－」

時間／14:00～15:30
来年で明治維新150年を迎えることから、幕末・明
治維新に関連した講演会を開催します。今回は「井
上馨」をテーマに松前了嗣氏（郷土史家）に講演い
ただきます。■参加料：無料■定員：先着350人
問い合わせ先／山口市教育委員会文化財保護課
☎083-920-4111
　bunkazai@city.yamaguchi.lg.jp
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美祢

山陽
小野田

萩

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）

10月5日（木）～9日（月・祝）

九州スポーツ杯GⅠ
第52回スピード王決定戦

時間／10:00～17:00
オートレースにおいて、格の高いGⅠレースを5日間に
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。特に、10月7日（土）は、開門時間10:00から
売り切れまで、旬の野菜がほぼ100円均一で手に入
る「土曜市」も開催されます。■入場料：無料
問い合わせ先／山陽オートレース場
☎0836-76-1115
□HP  http://www.sanyoauto.jp/

会場／萩市民館
 萩市大字江向495-4

10月6日（金）

みんなの150年プロジェクト
「ゴールデンラッパ
金管クインテット
チャリティーコンサート」

時間／18:30～20:30
台湾国内で活動する金管バンドによる音楽コン
サートです。地元吹奏楽団との共演や中学生など
への演奏指導も行われます。■入場料：一般1,000
円、高校生以下500円■チケット販売所：アトラス
萩・サンリブ萩店・萩楽器店ほか
問い合わせ先／南日本海音楽祭実行委員会 日台親善友好協会
☎080-5235-2259 老谷

萩

会場／萩・明倫学舎 ほか
 萩市江向602

10月7日（土）、8日（日）

紙芝居全国大会
プレ大会in 萩

時間／10:00～15:00
萩・竹灯路物語のイベントにあわせ、2018（平成
30）年に萩市で開催される「ふるさと紙芝居第2回
全国大会」のプレ大会（山口県大会）が行われま
す。※10月6日（金）18：00～オープニングイベント
があります。■入場料：無料
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139（平日のみ）
　kankouka@city.hagi.lg.jp

会場／秋吉台国際芸術村研修室2

10月7日（土）

あーと・ルーム
「見よう、聴こう、
オンド・マルトノ」

時間／14:30～
20世紀初めにフランスで生まれた電子楽器の原
型とも言える「オンド・マルトノ」。実演に触れる機会
の少ない珍しい楽器が奏でる多彩な響きを、数少

問い合わせ先／秋吉台国際芸術村事業企画課
☎0837-63-0020
　aiav_ws@aiav.jp
□HP  http://aiav.jp

萩

会場／萩城城下町周辺

10月6日（金）、7日（土）、
8日（日）、14日（土）、15日（日）、
21日（土）、22日（日）

萩・竹灯路物語プレミアム
たけとうろ

時間／18:00～21:00
萩の城下町の夜を彩るライトアップイベントです。
約4,000本の竹灯籠が幻想的な雰囲気を作り出し
ます。■参加料：無料
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139（平日のみ）
□HP  http://hagishi.com/search/detail.php?d=900030

萩

会場／田町商店街
 「西田町・東田町」

10月6日（金）～9日（月・祝）

萩・田町萩焼まつり

時間／10:00～18:00（6・9日は17：00まで）
萩焼即売会、萩の名産・物産店、大抽選会、萩焼
ウィンドーミュージアム、フードコート、酒蔵見学と
地酒まつり、呈茶席コーナー、いけばなデモンスト
レーション、萩焼の相談窓口、萩かまぼこのPRコー
ナーがあります。■参加料：無料
問い合わせ先／萩市田町商店街振興組合連合会
☎0838-26-2201

会場／中原中也記念館、湯田温泉周辺
 山口市湯田温泉1-11-21
詩人の生まれたまち、山口市湯田温泉界隈で「文豪ス
トレイドッグス」とコラボレーションしたスタンプラリー
を開催。中原中也記念館を中心に湯田温泉の色々な施
設を回るスタンプラリー。ラリーポイントを制覇して、記
念グッズをゲットしよう。■参加料：無料（入館料要）
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

萩

会場／萩城城下町、
　　　金毘羅社円政寺ほか

10月7日（土）、8日（日）

みんなの150年プロジェクト
「萩の金毘羅さんへ行こう！
秋まつり萩城城下町マルシェ」

時間／11:00～21:00
こども縁日コーナー（8日のみ）、筆文字アート、雑
貨・カフェ、秋ネイル、ハンドエステ、ほぐし屋の出
店など、世界遺産 萩城城下町で秋まつりが行われ
ます。 ■入場料：無料
問い合わせ先／萩の金毘羅さんおまつり実行委員会
☎080-1925-0003 櫻井

山口

会場／十種ヶ峰ウッドパーク
 山口市阿東嘉年下1505-1

10月7日（土）、8日（日）

サイクル県やまぐち
シンボルイベント
「やまぐち十種ヶ峰
国際ダウンヒル」

時間／7（土）9:00～16:30（予定）
　　　8（日）9:00～16:00（予定）
昨年に続き、今年も十種ヶ峰ウッドパークでマウン
テンバイクの国際大会「やまぐち十種ヶ峰国際ダウ
ンヒル」が開催されます。■観覧料：無料
問い合わせ先／サイクル県やまぐち推進協議会
（山口県観光スポーツ文化部スポーツ推進課内）
☎083-933-2435
　a11200@pref.yamaguchi.lg.jp
□HP  http://cycleken-yamaguchi.com/

山口

会場／JR新山口駅
          山口市小郡下郷字向上3

10月6日（金）、27日（金）、
11月10日（金）、17日（金）、
12月1日（金）、8日（金）

新山口駅バックヤードツアー

時間／13:30～16:00
SLの検修庫や転車台等、普段立ち入ることのでき
ない場所を検修員の解説付きでご案内します。また
乗務員シミュレーター訓練も体験でき、電車の運転
手気分も味わうことができます。■コース：新山口
駅集合（13:30）→徒歩15分→総合車両所新山口
支所見学（14:00～15:00）→徒歩15分→山口乗
務員センター運転シミュレーター体験（先着10人
限定）15:30～16:30(1人5分体験。各自終了次第
解散)■注意事項：ハイヒールは不可。当日はヘル
メットを着用（主催者側で準備）■集合：JR新山口
駅南北自由通路在来線改札付近■参加料：無料■
定員：40人（最少催行人数8人）■申し込み方法：電
話■申し込み期限：開催日の1週間前
問い合わせ先／山口市デスティネーションキャンペーン
実行委員会（山口市観光交流課内）
☎083-934-2810

ないオンド・マルトノ奏者として一線で活躍する久
保智美さんのお話とともに体験しませんか（要事前
申し込み）。■料金：500円■申し込み方法：イン
ターネット
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萩

会場／萩博物館
 萩市大字堀内355

10月7日（土）、11月11日（土）
12月2日（土）

没後100年記念企画展
「日本の工学の父 山尾庸三」
ギャラリートーク

時間／14:00～
担当学芸員が展示解説します。開始５分前に企画
展示室入口にお集まり下さい。■参加料：無料（入
館料要）■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  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htm

萩

会場／萩・明倫センター駐車場
 萩市江向602

10月8日（日）

みんなの150年プロジェクト
「2017 クラシックカー
フェスティバル in萩」

時間／9:00～15:00
全国のクラシックカーファンが、日本や世界の名車で萩に集合
します。この機会にぜひ参加してみませんか。■入場料：無料
問い合わせ先／クラブノスタルジア
☎090-6410-6754 玉井

萩

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

10月8日（日）

萩・魚まつり

時間／9:30～15:00
山口県北部地区最大規模のお魚イベント。地元萩市民
はもちろん、萩沖日本海のお魚が格安とあって、県外か
らのお客様も大勢お越しになります。萩の地魚やブラ
ンド魚の無料試食、漁師のおかみさん手作りの「ふぐ
鍋」販売、萩海上保安署巡視艇「はぎなみ」一般公開、
もちまきなどイベント盛りだくさん。■入場料：無料
問い合わせ先／萩・魚まつり実行委員会 萩市水産課
☎0838-25-4195
□HP  http://www.hagishi.com/search/
　detail.php?d=900032

山口

会場／山口市菜香亭
 山口市天花1-2-7

10月7日（土）～9日（月・祝）

ジャパネスク
～とどけよう花の力～
きもの体験・
幕末志士体験・
和雑貨販売

時間／9:00～15:00
着物・幕末志士体験や和雑貨販売。■3日間特別価
格で着物体験ができます。着物の持ち込みも可能で
す（留袖・振袖以外） ■10月8日（日）、9日（月・祝）
はカメラマンによる撮影がご利用できます（プリント
代50円） ■10月8日（日）：人力車乗車割引があり
ます。 ■10月9日（月・祝）：能のカタチin山口（野田
神社）参加割引があります。 ■着物体験料：1,500
円 ■幕末志士体験料:2,500円 ■着付のみ利用料：
1,500円 ■写真プリント代：50円 ■申し込み方法：
電話 ※10月8日（日）のみ当日受付可
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~saikou/

山口

会場／山口市菜香亭
 山口市天花1-2-7

10月7日（土）～9日（月・祝）

ジャパネスク
～とどけよう花の力～
キモノカフェ

時間／9:00～15:00
着物にエプロンでお給仕します。抹茶、珈琲、紅茶
お菓子付。 ■料金：400円
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~saikou/

宇部

会場／ときわ遊園地 ほか
 宇部市則貞3-4-1

10月7日（土）～30日（月）

ときわハッピーハロウィン

時間／9:30～17:00

会場／山頭火ふるさと館
 防府市宮市町5-1
時間／10:00～18:00

黄金のカボチャ探
し、ハロウィン撮影
ブース、ハロウィン
デコレーションな
ど。■参加料：無料

問い合わせ先／
宇部市ときわ公園管理課
☎0836-54-0551
　tokiwakouen@city.ube.yamaguchi.jp 宇部

会場／石炭記念館
 宇部市大字沖宇部254

10月7日（土）～
2018年1月29日（月）

宇部炭田閉山50年展

時間／9:30～17:00
宇部炭田が閉山して今年で50年を迎えます。今展
では300年近くにわたり石炭によって栄えた宇部
の歴史を所蔵資料や写真などで振り返ります。■
参加料：無料 ■休館日：火曜日
問い合わせ先／宇部市ときわ公園管理課
☎0836-54-0551
　tokiwakouen@city.ube.yamaguchi.jp

防府

会場／防府市内一円

10月7日（土）～11月26日（日）

ほうふ 幸せます まち博

「ほうふ 幸せます まち博」とは、山口県防府市一円を会場
とし、歴史・文化・自然をテーマとした51日間の体験イベン
トです。プログラム内のNO.1「ぶらり右田」、NO.2「毛利
邸ミステリーツアー」、NO.3「ぶらり宮市」など防府市を
舞台に繰り広げられた歴史物語を紐解くツアーがオススメ
です。■観覧料：各プログラムによって異なる■定員：各プ
ログラムによって異なる■申し込み方法：FAX。（一社）防
府市観光情報ポータルサイ
ト「たびたびほうふ」で予約
申込書をダウンロードのう
え、観光協会まで。■申し込
み期限：各プログラム実施日
の5日前まで※一部を除く
問い合わせ先／（一社）防府市観光協会
☎0835-25-2148　FAX0835-25-4537
□HP  https://visit-hofu.jp

防府

10月7日（土）～
2018年1月8日（月）

開館特別企画展
「山頭火の句 名筆特選
～百年目のふるさと～」

山頭火ふるさと館は、防府の生んだ行乞流転の俳人、種田
山頭火の顕彰施設として、この度開館しました。山頭火は、
1882（明治15）年に防府で生まれ、ふるさとで文学に出会
い、やがて才能を開花させていきました。全国様々な場所
への行乞と一時の定住を繰り返しながら詠んだ彼の句は、
現在においても、人々の心を惹きつけて止みません。今回
は、開館特別企画展として、山頭火の生涯を、直筆の作品
16点を通じてまとめました。■観覧料：大人300円、小・中・
高校生150円、未就学児・障害者手帳をお持ちの方とその
介護者1人は無料 ※10月7日（土）～9日（月・祝）は観覧料
無料 ※割引適用対象：団体（20人以上）■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）
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宇部

会場／ときわ公園噴水池周辺
 宇部市大字沖宇部254

10月8日（日）

山口ゆめ花博
応援イベント
フラワー×ミュージック
TOKIWA花フェス

時間／10:00～16:00
ステージでのミュージックショー、花で作った写真
スポット、寄せ植え体験教室、グルメコーナーなど。
■参加料：無料
問い合わせ先／宇部市ときわ公園管理課
☎0836-54-0551
　tokiwakouen@city.ube.yamaguchi.jp

山口

会場／十朋亭
 山口市下竪小路112-1

10月8日（日）

十朋亭特別公開

時間／11:00～16:00
現在十朋亭周辺整備に伴い、2016（平成28）年10
月3日から公開を中止している十朋亭を特別公開し
ます。■料金：無料■定員：各回先着15人■第1回：
11:00～11:30、第2回：13:00～、第3回：14:30～
15時■申し込み方法：当日受付（十朋亭入口）
問い合わせ先／大路ロビー
☎083-920-9220　FAX083-920-9221
　info@ojilobby.jp
□HP  http://ojilobby.sblo.jp/

山口

会場／井上公園周辺
 山口市湯田温泉2-5
 ※雨天決行（台風などの荒天は中止）

10月8日（日）

湯田温泉酒まつり

時間／11:00～17:00
山口県内20蔵が湯田温
泉に集結します。会場で
は利き酒チケット（前売）
とおちょこを交換、各蔵自
慢の日本酒の飲み比べを
楽しめます。当日はお酒
だけでなく、湯田温泉の
飲食店を中心に出店され
たグルメブースも充実し
ています。■チケット料：
前売り1,500円、当日2,000円■チケット販売所：
参加酒蔵・協力酒店・飲食店・狐の足あと・eプラス

問い合わせ先／湯田温泉酒まつり実行委員会
☎083-966-0045
□HP  http://yamaguchi-city.jp/

山陽
小野田

会場／山陽小野田市中央図書館
 山陽小野田市栄町9-13

10月8日（日）

バイオリンとピアノの
ジョイントコンサート

時間／14:00～15:30（開場13：30～）
藤崎美乃（バイオリン）と川田健太郎（ピアノ）によ
るコンサートです。■演奏曲目「トルコ行進曲／
モーツァルト（ファジル・サイ編曲）」「舟歌-作品60
／ショパン」「ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」のテーマ
曲」ほか■対象：小学生以上■入場券：一般1,500
円、高校生以下1,000円 ※当日券（一般2,000
円、高校生以下1,200円）■全席自由  ※入場券販
売所等詳しくは、山陽小野田市中央図書館にお問
い合わせください。■定員：先着100人
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/

防府

会場／防府天満宮
 防府市松崎町14-1

10月8日（日）

花神子社参式

時間／14:00～
その年の御神幸祭に奉仕する大、小行司が、無事奉仕
出来るように、一夜づくりの御酒を未婚の童女に奉献さ
せる社参式です。童女（花神子）は、色彩あでやかに着
飾り、古代行列は絢爛そのものです。毎年10月の第2
日曜日に、JR防府駅てんじんぐちのアスピラート前から
防府天満宮までの通りで行われます。■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

防府

会場／防府市スポーツセンター体育館
　　　（ソルトアリーナ）
 防府市大字浜方174-1

10月9日（月・祝）

中国地区家庭婦人
バスケットボール大会

時間／8:00～18:00
中国地区の家庭婦人バスケットボールチーム29
チーム約400人が各ブロックごとに戦います。是非
ご観覧ください。
問い合わせ先／防府市体育協会事務局
☎0835-23-4510

会場／アクトビレッジおの
 宇部市大字小野7025

宇部

10月8日（日）

第27回UBEビエンナーレ×
まちじゅうアートフェスタ2017
うべの里アートフェスタ
おのＤＡＹ！

時間／10:00～16:00
■イベント：野外彫刻・アート作品の展示、厚東川中
学校夢太鼓、アートdeおのマルシェ（各種物販・
ワークショップ）、餅つき大会、音楽ライブなど ■グ
ルメ：限定ランチ、スイーツ、グリーンカレー、ハー
ブティー、地元野菜販売など各種バザー
問い合わせ先／宇部市北部地域振興課
☎0836-67-2812
　chiiki@city.ube.yamaguchi.jp

会場／宇部市役所
 宇部市常盤町1-7-1
　　　宇部新川駅
 宇部市上町1-7-7
　　　どちらかに集合

宇部

10月8日（日）、11月23日（木・祝）

第27回UBEビエンナーレ×
まちじゅうアートフェスタ2017
ぐるっと周遊★バスツアー

時間／9:00～16:30
４つの会場をバスで巡ります。■料金：2,000円（特
製「うべの里弁当」付き）■定員：先着各40人■申
し込み方法：電話
問い合わせ先／宇部市交通局
☎0836-31-2442

山口

会場／山口市菜香亭
 山口市天花1-2-7

10月8日（日）、9日（月・祝）

ジャパネスク
～とどけよう花の力～
池坊花展

時間／9:00～17:00
暮らしの花から大作まで約100点の展示です。子
供や留学生の作品もあります。■大広間観覧料：大
人100円、小人（小中学生）50円、未就学児無料
■休館日：火曜日
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~saikou/

宇部

会場／琴崎八幡宮バス停集合
 宇部市琴崎町

10月8日（日）、22日（日）

てくてくまち歩き
古地図を片手に
まちを歩こう

時間／9:50～12:00
萩藩永代家老・福原家領地宇部村は、御田屋を中心に
神社仏閣が集まっています。江戸時代の道を確認しな
がら巡ります。■持参品：タオル、飲み物など ■参加
料：無料 ■定員：先着各40人 ■申し込み方法：電話ま
たはFAX ■申し込み期限：各実施日直前の平日まで
問い合わせ先／宇部市観光推進課
☎0836-34-8353　FAX0836-22-6083
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津和野 防府

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

10月9日（月・祝）

イェンス＝ペーター・マインツ
（チェロ）＆原田英代（ピアノ）
デュオ・リサイタル

時間／14:00～16:00
防府市出身でドイツ在住の世界的ピアニスト、原田
英代とミュンヘン国際コンクールの優勝者、イェンス
＝ペーター・マインツの実力ある円熟デュオ・リサイタ
ルをアスピラートで開催します。二人の息の合ったア
ンサンブルをご堪能ください。■チケット料：全席指
定 一般4,000円、高校生以下2,000円（当日500円
高、財団会員各500円引）※未就学児はご遠慮くだ
さい。■申し込み方法：アスピラート窓口または電話
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/

防府

会場／JR防府駅周辺～
　　　防府市中心商店街路上～
　　　防府天満宮

10月14日（土）

第25回愛情防府
フリーマーケット

時間／9:30～15:30
今年で25周年の節目を迎える「愛情防府フリーマー
ケット」。今では西日本最大級の路上フリーマーケッ
トとなり、毎年10万人を超える大勢の人出で賑わい
ます。今年は、198店舗のフリーマーケットの出店が
あるほか、駅前の特設ステージをはじめとする会場
の各所で、趣向を凝らした催しが開催されます。皆様
のお越しを、お待ちしています。■参加料：無料
問い合わせ先／まちづくり防府
☎0835-22-4930

防府

会場／ルルサス防府
　　　2F多目的ホール・わっしょい広場
 防府市栄町1-5-1

10月14日（土）

第27回
防府図書館まつり

時間／10:00～15:30
愛情防府フリーマーケットと同日開催しておりま
す、防府図書館最大のイベントです。わっしょい広
場では移動図書館車「わっしょい文庫」による図書
貸出サービスや読書相談・小展示、生涯学習サーク
ル・社会福祉団体等のバザー、おはなし会等読書イ
ベントとご家族皆様で楽しめるイベントが目白押
し。多目的ホールでは、例年大盛況の古本リサイク
ル市を開催します。防府図書館で活動中のサーク
ル活動等紹介展示も行いますのでご覧ください。
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

山口

会場／山口市菜香亭
 山口市天花1-2-7

10月14日（土）

大政奉還150年記念
講演会「討幕の密勅から
錦の御旗製作へ」

時間／18:00～20:00
10月14日は大政奉還150年目の日であることか
ら、大政奉還と、それに対する長州藩の討幕の密
勅、錦の御旗製作について講演します。講師は小
山良昌氏（毛利博物館顧問）■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/

防府

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

10月12日（木）～11月5日（日）

印象派展
―巨匠たちの愛した
版画の世界

時間／10:00～17:00（入館は16：30まで）
19世紀にパリで誕生した印象派。自由なタッチで明るい色彩
の作品を次々と発表し絵画の世界に革命を起こしました。そん
な印象派の画家たちは、油彩画だけでなくさまざまな表現手法
に挑戦していました。版画もそのひとつです。本展はすべて国
内外の個人コレクションから構成され、印象派やバルビゾン
派、ナビ派など名だたる巨匠たちの手による、エッチングや木
版画、石版画およそ120点を展示します。小さな画面に凝縮さ
れたエスプリは、これまでの印象派の油彩画と、ひと味違う新
しい発見があるかも知れません。■入場料：高校生以上600
円、中学生以下無料。※割引適用対象：団体（20人以上）※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1人まで無料（要証明）※財団会員ご招待（1個
人会員につき1人・法人会員は2人、1回のみ）※混雑時は入場
をお待ちいただく場合があります。■休館日：火曜日

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／本町通り周辺
 津和野町後田

10月9日（月・祝）

ゑびす講まつり

時間／9:00～16:00
古くより、津和野の商家では商売繁盛を祈って恵比
寿さまをまつり、秋には各商家が親類・知人・日頃お
世話になっている人々を招いて祝宴を開いていま
した。今でもその流れを汲み、商家の軒を連ねる本
町通りでは、「ゑびす講まつり」として町内外より多
くの人・物・文化の交流する場となっています。
問い合わせ先／津和野町観光協会
☎0856-72-1771

会場／宇部市文化会館
 宇部市朝日町8-1

宇部

10月12日（木）～15日（日）

第27回UBEビエンナーレ×
まちじゅうアートフェスタ2017
宇部市芸術祭 手工芸ワークショップ

時間①10：30～②13：30～
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355

宇部

会場／俵田翁記念体育館、
　　　恩田運動公園一帯
 宇部市恩田町4

10月9日（月・祝）

スポーツ
コミッションフェスタ

時間／10:00～15:30
体育の日に家族みんなでからだを動かしながら楽しめるイ
ベントが盛りだくさんです。レノファ山口観戦ペアチケット
などがもらえるスタンプラリーや飲食コーナーもあります。
■持参物：プログラム内容により、室内用シューズが必要。
■参加料：無料 ■定員：プログラム内容によって異なる
問い合わせ先／宇部市スポーツコミッション事務局
☎0836-34-8629

宇部

会場／宇部市文化会館
 宇部市朝日町8-1

10月9日（月・祝）

世界が認めた2人の
サービスマンによる講演会
「サービスの未来」

時間／13:30～
フランス料理のサービスマン（メートル・ドテル）の
腕を競う世界大会の優勝者・宮崎辰と準優勝者・長
谷川純一が語るサービスマンとしての社会貢献と
人生の役割。■チケット料：【前売】一般3,800円、
学生1,500円、【当日】一般4,500円、学生2,500
円。高校生はお問い合わせください■前売り券販
売所：宇部市文化会館・宇部井筒屋など
問い合わせ先／POLE POLE
☎0836-33-9138 瀧口
　taki.a.k.y@icloud.com
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会場／宇部市文化会館
 宇部市朝日町8-1

宇部

山口

10月15日（日）

第27回UBEビエンナーレ×
まちじゅうアートフェスタ2017
宇部市芸術祭 和カフェ!!

時間／10:00～15:00
抹茶とお菓子をどうぞ。芸術祭コラボランチョン
マットプレゼント（数量限定）■料金：500円
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355

山陽
小野田

会場／きららガラス未来館
 山陽小野田市焼野

10月15日（日）、22日（日）

吹きガラス体験

時間／9:00～、13:30～
■対象:小学生以上■料金：2,620円～■定員：各回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/

会場／山口市中央公園
 山口市中園町7
 山口情報芸術センター（YCAM）前
 ※雨天時はYCAM内で開催

10月15日（日）、11月19日（日）

秋のYCAMくるくる市

時間／11:00～15:00
春に開催し、多くのお客様にお越しいただいた「く
るくる市」が、秋もYCAM前の中央公園に登場しま
す。今秋は、10月15日（日）と11月19日（日）の2
日間開催。会場では、素材や製法にこだわったクラ
フトや雑貨、家具、さらに、丁寧に作られた食材や料
理をお楽しみいただけるお店が20組ほど参加しま
す。春に大好評だった未就園児対象の親子でパン
食い競争や、今回から新たに実施する、リユース
ワークショップやDJステージなど、店舗の他にも見
どころ満載のイベントとなっております。山口県内
を中心に、創造的な暮らしを提案していくようなお
店や作家さんとの出会いや、自分たちの生活を
ちょっと豊かにするヒントの発見に、ぜひお越しく
ださい。■入場料：無料※リユースワークショップの
み参加料600円（定員10人）
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

会場／防府天満宮 春風楼付近
 防府市松崎町14-1

防府

10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。【10月の内容】◎♪やまたんハッピー
シアター♪ ◎ハロウィンのお面を作ろう！ ◎どんぐ
りでおもちゃを作ろう！ ■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
☎0835-23-3013
　manaboya@c-able.ne.jp
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
　soshiki/39/kateinohi-oyakofureai.html

会場／松田農園
 防府市大字西浦279 
　　　JA観光農園
 防府市大字西浦1435

防府

10月中旬～12月上旬

みかん狩り

時間／10:30～14:30

萩

会場／エコプラザ・萩
 萩市大字椿東4703-49

10月15日（日）

エコプラザ・萩 秋まつり

時間／9:30～14:00
エコプラザ・萩では3Ｒの推進を行っています。年3
回あるイベントでは再生品・雑貨品・野菜等の販売、
オークション、紙すきや廃油石鹸作り等のリサイク
ル講座も実施しています。ご来場の際は駐車場が
ないため市役所から出発する無料シャトルバスを
ご利用ください。（9：00～13：30 30分間隔）■入
場料：無料

問い合わせ先／エコプラザ・萩
☎0838-24-5300

会場／多世代交流スペース、中央銀天街
 宇部市中央町

宇部

10月15日（日）

第27回UBEビエンナーレ×
まちじゅうアートフェスタ2017
まちなかアートフェスタ
こどもジャンボリー

時間／10:00～15:00
「様々な世界を体験し、未来へ種をまく」をコンセプ
トに、セミナーやワークショップなど体験型イベント
を開催します。ちょるるも遊びに来るよ！
問い合わせ先／宇部市まちなか再生推進課
☎0836-34-8468
　machinaka@city.ube.yamaguchi.jp

美祢

会場／秋吉台

10月15日（日）

秋吉台カルスト
TRAILRUN2017

時間／8:30～15:00
雄大で美しい景観を持つ日本最大級のカルスト台地「秋
吉台」国定公園をステージに、ランニングを通して心身を
鍛えるとともに、人・自然・地域の共存・共栄を目指すことを
目的に開催します。観覧無料。※エントリーは申込終了。
問い合わせ先／秋吉台カルストTRAILRAN実行委員会
☎0837-62-0115
□HP  http://akiyoshidai-trail.com/

ボランティアによる福祉・ボランティア体験や名物
バナナのたたき売り、被災地支援「ふくし鍋」があり
ます。美祢線をご利用の人には「福祉の市」の500
円商品券を配布します（先着100人限定）。
問い合わせ先／第32回福祉の市実行委員会（美祢市社会福祉協議会）
☎0837-52-5222
□HP  http://www.mine-shakyo.jp/

美祢

会場／美祢市役所駐車場
 美祢市大嶺町東分326-1

10月15日（日）

第32回福祉の市

時間／9:00～14:30

温暖な気候に恵まれた防府のみかんは、甘くて風味
も良く、おいしさがいっぱいです。 西浦にはいくつも
の観光みかん園があり、おだやかな秋の陽射しを浴
びながら、自然に囲まれてみかん狩りが楽しめます。

時間／9：00～18：00

会場／学びの森くすのき ほか
 宇部市大字船木361-6

清酒醸造許可を持つ岡崎八幡宮で御神酒のおもて
なし、岡本正和原画展など
問い合わせ先／宇部市北部地域振興課
☎0836-67-2812
　chiiki@city.ube.yamaguchi.jp

宇部

10月15日（日）

第27回UBEビエンナーレ×
まちじゅうアートフェスタ2017
うべの里アートフェスタ
ふなきDAY！
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会場／学びの森くすのき
 宇部市大字船木361-6

宇部

10月17日（火）

小さなお子さん向けの
「おはなし会」

時間／11:00～11:30
絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。■対象：0～
4歳児と保護者■参加料：無料■定員：20人■申し込み
方法：電話またはFAX■申し込み期限：10月13日（金）
問い合わせ先／宇部市学びの森くすのき
☎0836-67-1277　FAX0836-67-0691

会場／三田尻塩田記念産業公園
 防府市大字浜方381-3

防府

10月22日（日）

塩田まつり

時間／9:00～14:00

今年で26回目を迎える「塩田まつり」では、当日、
園を無料開放しており、塩浜作業体験や「塩浜太
鼓演奏」、もち・菓子まきなど様々な催しが行われま
す。■入園料：無料
問い合わせ先／三田尻塩田記念産業公園
☎0835-25-3510　FAX0835-25-3510

会場／防府天満宮鳥居前スタート
 防府市松崎町14-1※雨天決行

防府

10月22日（日）

幸せますマラソン

時間／9:00～

会場／道の駅 潮彩市場防府
 防府市新築地町2-3

防府

10月22日（日）

道の駅 潮彩市場防府 豊漁祭

時間／9:00～20:00
　　　ステージイベントは18：00まで。店舗は19：00まで
　　　※雨天決行
潮彩市場防府が道の駅としてリニューアルオープン
して、お陰様で2周年を迎えることが出来ました。皆
さんに海の幸でおもてなし。新鮮な魚介類や加工品
でお待ちしています。どうぞ、海の幸をご堪能あれ。
【イベント内容】■グルメ・物販販売 ■ステージライブ 
■もちまき・お菓子まき ■旬魚を使用した無料ふるま
い（限定100食） ■地元野菜の野菜市など。なお、天
候等により水産物等の入荷できないことがあります。
問い合わせ先／道の駅 潮彩市場防府
☎0835-28-2100
□HP  http://shiosai-hofu.jp/

山陽
小野田

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

10月21日（土）

空き家セミナー・相談会
司法書士によるセミナー
「相続問題に伴う空き家の対策」

時間／10:00～13:00
空き家をお持ちの人や近所の空き家でお悩みの人
など、どなたでもお気軽にご参加ください。〈セミ
ナー〉■講師：安達康延（司法書士）■聴講料：無料
〈相談会〉■相談時間：1組15分以内■相談員：司
法書士、建築士、宅地建物取引士 ■相談料：無料■
定員：当日先着30人
問い合わせ先／山陽小野田市役所生活安全課
☎0836-82-1133

■松田農園：中学生以上500円、小学生400円、3歳
～未就学児300円。持ち帰り料金…時価で ■JA観
光農園：中学生以上400円3歳～小学生300円　※
20人以上の団体1割引。持ち帰り料金３００円/kg■
申し込み方法：松田農園内の食事は電話（要予約）
問い合わせ先／
松田農園 ☎0835-29-0252　
JA観光農園 ☎0835-29-0030

会場／カルスター
 美祢市秋芳町秋吉1237-862

美祢

10月21日（土）

ジオフェス★
―食べる。遊ぶ。楽しんじゃう。
in Mine秋吉台ジオパーク―

時間／10:00～17:00
■ジオマルシェ：Mine秋吉台ジオパークのおいしい
ものが大集合! 限定100食のふるまい猪鍋や、新鮮
な野菜・果物からB級グルメ、加工品まで…いろいろ
販売します。■ジオ体験コーナー：化石採集、岩石標
本作り、ハンコ作り、火山実験など、ジオを身近に感
じてみよう! ■ジオツアー：①見マス。食べマス。作り
マス～ジオバーガー作り体験～②いざ！ 暗闇の世界
へ～秋芳洞の未公開洞窟探検～③秋吉台×サイクリ
ング×トレッキング（※各ツアー午前と午後の2回開
催します。要予約）■入場料：無料■ジオツアー参加
料：500円■申し込み方法：（ジオツアー）電話または
インターネット ■申し込み期限：10月18日（水）
問い合わせ先／Mine秋吉台ジオパーク推進協議会
☎0837-63-0055
　mine-geo@city.mine.lg.jp
□HP  http://mine-geo.com

会場／長登銅山跡広場・大仏ミュージアム
 美祢市美東町長登610

美祢

10月22日（日）

第10回銅山まつり

時間／9:00～15:00
奈良時代、東大寺の大仏造営にあたり原料銅を提供
した長登銅山跡。銅山まつりでは全国唯一の古代銅
製錬実験をはじめ古代を感じ、学べる体験もありま
す。今年はじめて「中学生銅山ガイド」が登場し、み
なさんをご案内します。■参加料：無料（一部体験は
有料・要予約）■申し込み方法：一部体験は電話
問い合わせ先／大仏ミュージアム（長登銅山文化交流館）
☎08396-2-0055
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~naganobo/index.html

時間／18:00～21：00

会場／厚東ふれあいセンター
 宇部市大字棚井字高野原68-2

宇部

10月21日（土）

第27回UBEビエンナーレ×
まちじゅうアートフェスタ2017
うべの里アートフェスタ
ことうDAY！

厚東校区ふるさとまつり前夜祭「らぶらぶナイト
フェスタ」との連携イベント。花火も楽しめます。
問い合わせ先／宇部市北部地域振興課
☎0836-67-2812
　chiiki@city.ube.yamaguchi.jp

会場／アクトビレッジおの
 宇部市大字小野7025

宇部

10月19日（木）

パンを焼いてみよう！

時間／12:00～16:00
トマトパンとさくらアンパンを作ってみませんか。初心者
歓迎です。■参加料：1,600円■定員：20人■申し込み
方法：電話またはメール■申し込み期限：10月13日（金）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111
　actvillageono@gmail.com

会場／長者ヶ森駐車場集合
 美祢市美東町長登

美祢

10月21日（土）

秋吉台エコツアー
地獄台で秋の花を楽しもう！

時間／9:50～15:00（受付は9:20～）
■アキヨシアザミ、オケラ、ヒメヒゴダイなど草原の
秋の草花を楽しみながら、それぞれの生育環境に思
いを馳せます。■長者ヶ森駐車場～地獄台～中国自
然歩道を散策して、出そろった秋の草花を観察しま
す。■参加費：2,000円（弁当・保険料込み） ■定員：
24人（最少催行人員15人）■申し込み方法：電話ま
たはインターネット■申し込み期限：10月16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

幸せますマラソンは、防府商工会議所青年部が実施す
る、防府の名所旧跡を中心に走る市民マラソンです。
本格的なランナーが参加するコース（14.6km）に加
え、今回より走る楽しさを感じていただくファンラン
コース（6km）が新設されました。また、親子で楽しめる
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津和野

津和野

ファミリーウォークコース（3km）も人気があります。今
年は、ゲストランナーとして元鐘紡の陸上部の選手・監
督である、伊藤国光氏をはじめ、山口県知事の村岡嗣
政氏やtysテレビ山口でおなじみの沖永優子さんも参
加する予定です。このマラソンを通じて、防府を体感い
ただければ幸せます。■幸せますコース14.6km：
3,500円/人。定員：600人。対象：2時間30分以内で完
走できる健康な方（中学生以上）■ファンランコース
6.0km：2,500円/人。定員：300人。対象：1時間以内で
単独完走できる健康な方（小学生以上）■ファミリー
ウォークコース3.0km：3,000円/組。定員：100組（1
組6人まで）対象：大人・子供（小学生以下）各1人以上
で、6人までのグループ■申し込み方法：インターネット
（http://runnet.jp/）■申し込み期限：9月28日（木）
問い合わせ先／防府商工会議所青年部事務局
☎0835-22-4352
□HP  http://shiawasemasu.com/

会場／ときわ遊園地 ほか
 宇部市則貞3-4-1

宇部

10月22日（日）

ときわハロウィンデー
～年に一度のハロウィンまつり～

時間／9:30～17:00
仮装コンテストやフェイスペインティング無料体験、
コスプレ団体によるダンスパフォーマンスのステー
ジイベントなど。■参加料：無料
問い合わせ先／宇部市ときわ公園管理課
☎0836-54-0551
　tokiwakouen@city.ube.yamaguchi.jp

会場／堀庭園
 津和野町邑輝795

10月22日（日）

栗まつりワークショップ

時間／10:00～15:00
津和野の名産品「つわの栗」を活用したワーク
ショップを行います。活用といっても使うのは中身
ではなく外側！ 栗の可能性を一緒に広げていきま
しょう！ ■参加料：大人1500円、小人700円（入園
料、栗おこわ、栗ぜんざい込）■定員：先着100人
問い合わせ先／旧堀氏庭園を守り活かす会
☎0856-72-0010

会場／道の駅おふく
 美祢市於福町上4383-1

美祢

10月22日（日）

コスモフェス inおふく

時間／10:00～15:00
JR美祢線於福駅の沿線に咲いたコスモスを鑑賞
いただくと共に、道の駅おふく周辺のイベントブー
スでは、各種イベントや物販等を行います。
問い合わせ先／道の駅おふく
☎0837-56-5005

会場／ときわ湖水ホール
 宇部市大字沖宇部254

宇部

10月22日（日）

全国石炭産業関連
博物館等研修交流会
シンポジウム in宇部

時間／13:30～17:00
石炭産業の歴史と文化を後世へ伝える博物館や
研究団体などの基調講演とシンポジウムを開催し
ます。■持参物：筆記用具■参加料：無料■定員：
100人
問い合わせ先／宇部市ときわ公園管理課
☎0836-54-0551
　tokiwakouen@city.ube.yamaguchi.jp

会場／経塚墓地
 山口市吉敷

山口

10月22日（日）

中原中也没後80年 中也忌
墓前祭

時間／13:00～14:00
詩人・中原中也の命日に中也のお墓参りをします。■
参加料：無料■申し込み方法：バス乗車希望者は当日
受付にて■申し込み期限：当日12：50まで※先着順
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／中原中也記念館
 山口市湯田温泉1-11-21

山口

10月22日（日）

中原中也没後80年 中也忌
中也に捧げる夕べ

時間／18:30～19:30
キャンドルの明かりを背景にして、クラシックコン
サートを行います。中也が愛した音楽に耳を傾けな
がら、中也を想うひとときをお過ごしください。■出
演：上利千富美氏（アイリッシュハープ奏者）■参加
料：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／津和野町民体育館
 津和野町後田ロ66

10月22日（日）

つわの太鼓
20周年記念事業公演

時間／13：30～15:30（開場は13：00）
1997（平成9）年に「勇壮な太鼓を」を合言葉に若
者たちが集い、創作した「つわの太鼓」。『山陰の小
京都』津和野町を中心に活動しています。そんな彼
らの活動が今年で20年。ゲストに「DIA＋（ダイア
プラス）」を迎え、迫力ある勇壮なサウンドを響かせ
ます。■チケット料：【前売】大人2,000円、小人
500円、【当日券】大人2,300円、小人600円
問い合わせ先／つわの太鼓事務所
☎0856-72-3131（津和野町商工会内）

会場／宇部市保健センター
 宇部市琴芝町2-1-10

宇部

10月24日（火）

3Ｒエコクッキング教室
かぼちゃまるごとクッキング

時間／9:30～12:30

会場／三田尻港（潮彩市場防府側）
 防府市新築地町2-3

防府

10月22日（日）

第6回ふるさと想い出花火

時間／18:00～20:00
18：00にステージイベントが始まり、19:00から花
火が打ちあがる予定です。今年も約300mの大輪
「尺玉」の打ち上げを予定しており、大迫力な花火
を楽しむことできます。打ち上げのカウントダウンも
好評で、毎年盛大に盛り上がります。※駐車場の台
数に限りがあるのでご注意ください。■観覧料：無料
問い合わせ先／ふるさと想い出花火実行委員会
☎090-6417-5770 
□HP  http://fo-hanabi.com
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会場／秋吉台家族旅行村

美祢

10月28日（土）、29日（日）

2017里山フェス
in秋吉台

時間／10:00～16：00
秋吉台家族旅行村を舞台に美祢秋吉台カルスト
ウォークと共同開催します。アウトドアに特化したイ
ベントを開催します。各種ステージイベントや各種
体験ゾーンなど様々な体験をすることができます。
■参加料：無料
問い合わせ先／やまぐち里山ネットワーク
☎090-3637-1607
□HP  http://npoyamasato.com

会場／ときわ公園正面入口集合
 宇部市則貞3-4-1

宇部

10月28日（土）

てくてくときわ公園

時間／9:50～12:00
ときわミュージアムは、世界を旅し感動する植物館に
生まれ変わりました。彫刻の丘では、第27回UBEビエ
ンナーレ（現代日本彫刻展）が開催中。植物文化と芸
術の秋を楽しみましょう！ ■参加料：植物館入館料300
円（70歳以上200円）■申し込み方法：電話・FAX・
メールのいずれか■申し込み期限：10月27日（金）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園管理課
☎0836-54-0551　FAX0836-51-7205
　tokiwakouen@city.ube.yamaguchi.jp

食材をムダなく使い、台所ごみを減らすエコクッキングを
しよう。■持参物：エプロン、三角巾、ふきん2枚■参加料：
500円■定員：先着25人■申し込み方法：電話・はがき・
FAX・メールのいずれか■申し込み期限：10月17日（火）
問い合わせ先／宇部市廃棄物対策課
〒755-0001宇部市大字沖宇部5272-6
☎0836-34-8247　FAX0836-33-7294
　reduce@city.ube.yamaguchi.jp

山陽
小野田

会場／江汐公園グリーン広場
 山陽小野田市高畑字西山根401-1

10月28日（土）

動物の飼い方
マナーアップ
啓発キャンペーン

時間／9:30～12:00
■内容:動物健康相談、啓発資料配付、犬の飼い
方・しつけ方教室（10:00～11:00）。要予約。■参
加料：無料■定員：犬の飼い方・しつけ方教室は先着
20人程度■申し込み方法：電話
問い合わせ先／宇部市健康相談福祉センター
☎0836-31-3200

会場／宇部市文化会館
 宇部市朝日町8-1

宇部

10月28日（土）

第27回UBEビエンナーレ×
まちじゅうアートフェスタ2017
宇部市芸術祭
いけばな体験教室

■対象：幼児～中学生■申し込み方法：電話
問い合わせ先／宇部華道協会
☎0836-33-2970

会場／山口大学吉田キャンパス
 山口市吉田1677-1

山口

10月28日（土）

山口大学ホームカミングデー
「再発見し・見つめ・踏み出す 知の広場
～来ていただけると幸せます～」

時間／10:30～16:00

時間／11:00～

会場／ときわ動物園 トクモンキー展示場前
 宇部市則貞3-4-1

宇部

10月28日（土）

突撃！ ときわのサルごはん
～トクモンキーの実のなる木

トクモンキーの食べ物や生態について楽しくガイド
します。大きな枝に切った野菜や果物を刺したり
くっつけたりして、実のなる木をつくり、代表者は展
示場に入りエサをセットする手伝いが体験できま
す。■参加料：無料（入園料要）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園管理課
☎0836-54-0551
　tokiwakouen@city.ube.yamaguchi.jp

時間／13:00～13:20

山口大学を地域の皆さんにも広く知っていただくと
ともに、卒業生に旧交を温めていただくイベントで
す。■特別講演「運動器とスポーツ」本学卒業生で
あり、日本卓球協会ナショナルチームドクターとし
て、2017世界卓球選手権をはじめ日本代表選手団
帯同医を務める山口大学医学部附属病院診療教授
の小笠博義氏による講演会を開催します。（申し込み
不要）14:00～15:30、共通教育棟1番教室 ■その
他、学部企画、交流会、もちまき、フリーマーケット、
スリッパ卓球等、楽しい企画あり。 ■参加料：無料
問い合わせ先／山口大学総務課
☎083-933-5010
　sh012@yamaguchi-u.ac.jp
□HP  http://www.yamaguchi-u.ac.jp/alumni/hcd/2017.html

会場／萩市川上明神島運動公園
 萩市川上3342-1

萩

10月28日（土）～11月26日（日）

萩・長門峡観光
遊覧船秋期運航

時間／9:00～16:00
阿武川ダム湖の湖面からの壮大な自然景観を眺めること
ができます。また、川上地域に古くから現存する多くの遺
産等に由来する阿武川平家伝説について、船頭によるガ
イドも行われます。■佐々連コース乗船料：大人1,200
円、小人600円■重塀岩コース乗船料：大人2,000円、小
人600円※割引適用対象：団体（20人以上）■定員：12人

会場／宇部市立図書館
 宇部市琴芝町1-1-33

宇部

10月28日（土）、29日（日）

図書館まつり

パネルシアター、朗読劇、うちわシアター、絵本の
読み聞かせ、ストーリーテリング、人形劇、工作、大
型紙人形劇、エプロンシアター、朗読、点字体験、
リサイクルブックフェア、雑誌のリユースなど、イベ
ントが盛りだくさんです。■参加料：無料
問い合わせ先／宇部市立図書館
☎0836-21-1966
　library@city.ube.yamaguchi.jp

時間／10:00～16:00

山陽
小野田

会場／山陽小野田市埴生漁港
 ※雨天時は翌日開催

10月28日（土）

第20回お祝い夢花火

時間／18:00～21:00（開場は17：00）
「夢大和～あなたがくれたすべてにありがとう」をス
ローガンに大和の心を花火で表現し秋の夜空を美し
く飾ります。■内容：オープニングセレモニー（友情出
演：SORGENTI） ※会場への車の乗り入れはできま
せん。山陽オート場または青年の家の駐車場をご利用
ください。または無料シャトルバスをご利用ください。
問い合わせ先／山陽商工会議所
☎0836-73-2525
□HP  http://www.sanyo-yeg.net/

山陽
小野田

会場／小野田勤労青少年
　　　ホーム集合
 山陽小野田市日の出3-11-11

10月28日（土）

婚活イベント
出会いパーティー

時間／18:00～22:00（受付は17:30～）
秋の小野田駅前ふれあい祭り（JR小野田駅前ロー
タリー広場）と埴生お祝い夢花火（埴生漁港）の散
策を通じて、素敵な出会いを見つけませんか。■対
象：20歳～45歳の独身男女（住所は問いません）■
参加料：3,200円（別途バスツアー代1,300円）■
定員：男女各15人■申し込み方法：インターネット 
※応募多数の場合は抽選。抽選結果は直接連絡し
ます■申し込み期限：10月20日（金）
問い合わせ先／
（一社）やまぐち定住促進県民活動ネットワーク
（らくよりドットコム）
□HP  http://www.rakuyori.com
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問い合わせ先／
萩八景遊覧船 ☎0838-21-7708
萩・長門峡観光遊覧船乗場 ☎090-4104-4924
□HP  http://hagishi.com/search/detail.php?d=900066

山陽
小野田

会場／江汐公園
 山陽小野田市高畑字西山根401-1
 ※小雨決行、ただしイベントを一部縮小する場合あり

10月29日（日）

江汐公園秋のふれあい祭り

時間／10:00～15:00
気候の良い時期に、秋の江汐公園を満喫しません
か。今年は、ステージイベント以外に「山口ゆめ花
博」のPRブースなどもあります。■内容：ステージ
イベント、スタンプラリー、江汐公園つつじの写真
コンテスト表彰式・作品展示、つつじ植樹
問い合わせ先／江汐公園管振興会事務局（山陽小野田市市民生活課）
☎0836-82-1134
□HP  http://www.sanyo-onoda.lg.jp

会場／ときわ遊園地 ほか
 宇部市則貞3-4-1

宇部

10月29日（日）～11月10日（金）

菊花コンクール

時間／9:30～17:00
■観覧料：無料 ■休館日：火曜日
問い合わせ先／宇部市ときわ公園管理課
☎0836-54-0551
　tokiwakouen@city.ube.yamaguchi.jp

会場／周防国分寺
 国分寺町2-67

防府

10月30日（月）～11月2日（木）

国分寺金堂ライトアップ

時間／18:00～21:00
周防国分寺の金堂をライトアップして、素敵な夜のお
寺を公開します。11月1日（水）19：00～20：00は
フォークソング親交会、11月2日（木）19：00～20：00
は邦楽コンサートを予定しています。■観覧料：無料
問い合わせ先／周防国分寺
☎0835-22-0996
□HP  http://www.suoukokubunji.jp/

会場／英雲荘
 防府市お茶屋町10-22

防府

10月31日（火）

西川豪ヴァイオリン
ソロコンサート

時間／18:00～19:30
防府にゆかりのあるプロヴァイオリニスト西川豪氏
によるソロコンサートを開催します。■観覧料：無料
■定員：抽選80人■申し込み方法：所定の申込用紙
に記入の上、FAX・メール・郵送のいずれか■申し
込み期限：10月9日（月・祝）
問い合わせ先／防府市教育委員会文化財課
☎0835-25-2237　FAX0835-23-4300
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
　soshiki/40/eiunnsou.html

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

10月29日（日）

秋吉台エコツアー
柿酢＆干し柿づくり

時間／10:00～15:00（受付は9:30～）

自然が育んだ体に優しい柿からのプレゼント。午前は
「柿酢」を作ります。午後は、昔おばあちゃんが軒に吊
るしていた初冬の風物詩「干し柿」を作ります。■参
加費：一般3,000円、小学生以下2,500円（昼食・飲
み物・保険料込み）■定員：20人■申し込み方法：電話
またはインターネット■申し込み期限：10月24日（火）

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

宇部

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

11月1日（水）～12月3日（日）

毛利博物館特別展
「国宝」

時間／9:00～17:00
雪舟筆「四季山水図」「古今和歌集（高野切本）」を
はじめとする国宝や重要文化財など、美術的にも歴
史的にも高く評価されている毛利家伝来の優品を
一堂に展示します。■入館料：大人1,000円、小中
学生500円（博物館・庭園共通 大人1,200円、小中
学生600円 ※割引適用対象：団体（20人以上）
問い合わせ先／毛利博物館
☎0835-22-0001 
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/

山口

会場／道の駅長門峡
          山口市阿東生雲東分47-1

11月3日（金・祝）

長門峡もみじ祭

時間／9:00～15:00
毎年恒例の「長門峡もみじ祭」を開催します。ス
テージイベントに加え鮎のつかみ取り、特産品販
売、もちまきなどを行います。紅葉の長門峡をお楽
しみください。
問い合わせ先／長門峡もみじ祭り実行委員会
（阿東地域交流センター篠生分館内）
☎083-955-0011 

会場／旧吉部小学校
          宇部市大字東吉部3425-1

11月3日（金・祝）

第27回UBEビエンナーレ×
まちじゅうアートフェスタ2017
うべの里アートフェスタ
きべDAY!

時間／10:00～16:00
■イベント：野外彫刻・アート作品の展示、ミニSLに
乗ろう！、空中散歩、各種ワークショップなど■グル
メ：限定ランチ、スイーツ、地元特産品の販売など
問い合わせ先／宇部市北部地域振興課
☎0836-67-2812
　chiiki@city.ube.yamaguchi.jp

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

10月29日（日）

カルテットの愉しみ
～池辺晋一郎氏を迎えて～

時間／14:00～

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://aiav.jp

NHK交響楽団のメンバーで結成された弦楽四重奏
団「クヮルテット・リゾナンツァ」とテレビ番組「N響ア
ワー」の司会を13年にわたって務めた、作曲家の池
辺晋一郎氏によるお話で、弦楽四重奏の魅力に迫り
ます。究極の演奏形態とも言える弦楽四重奏の名曲
の数々を、池辺先生のユーモアあふれるお話と、「N
響」を支える実力派カルテットの演奏とでお楽しみく
ださい。 ■申し込み方法：電話またはインターネット

会場／防府市青少年科学館（ソラール）
 防府市寿町6-41

防府

10月28日（土）～11月26日（日）

特別展「すイエんサー
ぐるぐるつながる探検隊」

時間／9:30～17:00（入館は16：30まで）
「すイエんサー」は、2009（平成21）年に始まったNHKエ
デュケーショナルの制作番組です。そのコンテンツを活用し
た体験展示「ぐるぐるつながる探検隊」は、理科教育で忘れ
がちな“日常のギモンを科学的に思考し、自ら答えを見つけ
ること”の楽しさを体感してもらうことをねらいとした、過去
に番組に登場した6つのギモン（お題）にチャレンジできる体
験型の特別展です。■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■休館日：月曜日
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
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山口

会場／山口市中心商店街
          山口市中市町 他

11月3日（金・祝）

HOLA! やまぐち
スペインフィエスタ

時間／10:30～18:00
山口県は「フランシスコ・サビエル」の故郷である
スペイン・ナバラ州と、山口市はナバラ州の州都で
あるパンプローナ市と姉妹提携を結んでいること
から、「スペイン」をキーワードに開催されるイベン
トです。飲んで、食べて、踊ってスペインを体感。心
躍る情熱が商店街を彩ります。■参加料：無料
問い合わせ先／山口市商店街連合会 イベント担当（株式会社DERESI）
☎083-902-0892 

防府

会場／周防国分寺
          国分寺町2-67

11月4日（土）

第13回国分寺まつり
薬師大法要

時間／10:00～15:00
奈良時代から、地域の皆様の健康と幸せを祈願し
てきた、周防国分寺で行われるおまつりです。圧巻
の柴燈護摩（火渡り）が行われるほか、境内では、
防府商工会議所青年部による飲食ブースや、子ど
も向けゲーム、スタンプラリーなどが行われます。
■観覧料：無料
問い合わせ先／周防国分寺
☎0835-22-0996 
□HP  http://www.suoukokubunji.jp/

津和野

会場／道の駅シルクウェイにちはら
          津和野町池村1997

11月4日（土）、5日（日）

道の駅シルクウェイ
にちはら収穫祭

時間／10:00～15:00
石見神楽公演やゲーム、新鮮お野菜・飲食出店など
さまざまなイベントを行います。クイズやゲームに
参加すると豪華景品ゲットできちゃうかも!? 皆様お
誘い合わせのうえ、ぜひご来場くださいませ。
問い合わせ先／道の駅シルクウェイにちはら
☎0856-74-2045 

山陽
小野田

山口

防府

会場／防府市佐波川本橋河川敷
          防府市本橋町

11月5日（日）

遊々かわフェスタ’17

時間／10:00～15:00

問い合わせ先／遊々かわフェスタ実行委員会事務局
（防府市河川港湾課）
☎0835-25-2180

会場／香山公園
          山口市香山町7-1
          ※雨天中止の場合有

11月4日（土）、11日（土）、
18日（土）、25日（土）

山口ゆらめき回廊

時間／17:00～19:30
国宝瑠璃光寺五重塔のライトアップに加えてキャン
ドルによる灯りの特別演出イベントです。約1,000

問い合わせ先／大路ロビー
☎083-920-9220　FAX083-920-9221 
　info@ojilobby.jp
□HP  http://yamaguchi-city.jp/

山口

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

11月5日（日）

第2回未来の
山口の運動会

時間／9:00～18:00
今までにない新しいスポーツで競い合う「未来の
山口の運動会」が、2年ぶりにYCAMで開催されま
す。この運動会では、開催前日までに行われる、新
しいスポーツの形や作り方、楽しみ方を考えるワー
クショップ「YCAMスポーツハッカソン 2017」で
生まれた競技を、みんなで実践します。今回はどん
な競技が登場するのかお楽しみに。学校や地域で
おこなわれる運動会とは一味違う未来の運動会
で、皆で一緒に気持ちの良い汗をかきましょう。■
対象：小学生以上■持ち物：運動しやすい服装、運
動靴、タオル、飲み物、お弁当 ■料金：無料■定
員：先着200人■申し込み方法：YCAM1F事務所ま
たはインターネット
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  www.ycam.jp

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

11月5日（日）

企画展「発掘された山口巡回展」
関連イベント
「地域イキイキ☆
ふれ愛まいぶん」

時間／10:30～15:00
本物の土器にふれ、ふるさとの埋蔵文化財に親し
んでもらえるイベントを開催します。小野田歴史民
俗資料館所蔵の資料も出展します。■観覧料：無料
問い合わせ先／
山陽小野田市歴史民俗資料館 ☎0836-83-5600 
山口県埋蔵文化財センター ☎083-923-1060 

ゆうゆう

美祢

会場／秋吉台家族旅行村
          美祢市秋芳町秋吉1237-553

11月5日（日）

秋吉台エコツアー
秋吉台の自然満喫
～石窯でピザを作って食べよう～

時間／9：30～15:10（受付は9:00～）
■午前中、家族旅行村の植物を観察します。昼食は
石窯でピザを作ります。■午後、龍護峰を登り、景清
洞トロン温泉で汗を流し、疲れを癒やして帰宅しま
す。■参加費：2,000円（昼食・保険料・入浴料）■定

個のキャンドルを灯します。■入園料：無料（一部有
料イベント有）■申し込み方法：（火付け体験）電話・
FAX・メールのいずれか■申し込み期限：希望日の
前日17:00

佐波川の活用や新たな利用者層の開拓のため、萩
往還の一部であった舟橋の歴史を再認識するとと
もに、魚やホタルが生息する親水性、自然環境や増
水等による災害発生時の危険性など、佐波川の歴
史や水辺の遊びについて、楽しみながら学べます。
■歩く/史跡をめぐるのんびりウォーキング（無料：定
員50人）■食べる/鱧カツカレー、カルビ丼、ミルク
鍋、飲み物等■遊ぶ/初めての親子ヨガ（無料）、靴
飛ばし大会（無料）、竹細工（凧・竹とんぼづくり）体
験（100円～500円）、魚のつかみどり（1匹200
円）、スタンプラリー等■聴く/太鼓団体の競演、合
唱組曲佐波川を歌う会の合唱■学ぶ/佐波川に関
するパネル展示、舟橋（昔の橋）の再現!?■撮る/写
真コンテスト(撮影して応募してね) ※事前申し込み
が必要なイベント有り、詳細は防府市H P
（http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/）まで
■申し込み方法：電話
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宇部

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

山口

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

11月8日（水）

山口大学公開講座
「小麦栽培から始める
パンづくり（後編）」

時間／10:00～16:00

時間／【まつり】9：30～14：30
　　　【花火】19：00～20：00（予定）

「小麦栽培から始めるパンづくり」と聞いて、「製
粉」をイメージした人はいらっしゃったでしょうか? 
じつは、地産地消のパンづくりには「製粉」が鍵と
なるのです。前編を受講いただいた方には、ぜひと
も「製粉」の科学を知っていただきたいと思い、「後
編」をご用意しました。さらに、小麦は秋に種まきを
するのをご存知だったでしょうか？ 小麦がどうやっ
て栽培されているかを一緒に学びましょう。■対象：
どなたでも（原則として「前編」の受講者優先）■受
講料：4,050円（傷害保険料等含む）■休館日：土・
日・祝日■定員：先着30人■申し込み方法：電話・
FAX・インターネットのいずれか ※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：11月1日（水）
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／宇部市学校給食センター
          宇部市大字西岐波1173-242

11月10日（金）

給食センター
施設見学と給食試食会

時間／10:00～13:00
少人数でも参加できる、施設見学と山口県産食材
を使用した給食試食会を開催します。メニュー：ごは
ん、けんちょう、鯖のゆず味噌煮、磯香和え。■参加
料：300円■定員：15人■申し込み方法：電話・
FAX・はがきのいずれか■申し込み期限：10月19
日（木）
問い合わせ先／宇部市学校給食課
〒755-0151宇部市大字西岐波1173-242
☎0836-54-4646　FAX0836-54-4650 

山口

会場／まつり：秋穂地域交流センター
          山口市秋穂東6823-1
　　　花火大会：大海漁港
          山口市秋穂

11月5日（日）

あいお祭り・
あいお花火大会

あいおまつりは、各種のステージイベントや農林水
産物の即売等があり、多くの人で賑わいます。あい
お花火大会は山口市内で最も遅い花火大会です。
初冬の夜空に2,500発の打ち上げ花火が上がり、
山口市内唯一の尺玉花火も打ち上げられます。■
料金：無料
問い合わせ先／
まつり：たのSEA秋穂づくり協議会 ☎083-984-5333
花火大会：山口県央商工会青年部秋穂支所 ☎083-984-2738

津和野

会場／道の駅なごみの里
          津和野町鷲原イ256

11月11日（土）

わっしょい津和野
特産まつり

時間／10:00～15:00
石見神楽公演やゲーム、新鮮お野菜・飲食出店など
さまざまなイベントを行います。クイズやゲームに
参加すると豪華景品ゲットできちゃうかも!? 皆様お
誘い合わせのうえ、ぜひご来場くださいませ。
問い合わせ先／道の駅つわの温泉なごみの里
☎0856-72-4122

防府

会場／旧毛利家本邸
          防府市多々良1-15-1

11月10日（金）～12日（日）

旧毛利家本邸
路傍庭園ライトアップ

時間／18:00～20:00
総ケヤキ造りの雄大な表門や、路傍庭園を流れる
梛川沿いのカエデの紅葉をライトアップで演出し、
100年前に造られた庭園内で閑雅幽深の境地をご
体験いただきます。■観覧料：200円 
問い合わせ先／防府市おもてなし観光課
☎0835-25-2542 
□HP  https://visit-hofu.jp

山陽
小野田

会場／山陽小野田市役所集合・解散
          山陽小野田日の出1-1-1
　　　 ※雨天時は12日（日）に順延

11月11日（土）

理科大生と行く
マッピングパーティー

時間／9:30～11:30（予定）
ウェブ上の地図作成を目的に、山口東京理科大学
の学生と一緒に旦の皿山周辺を散策します。■対
象:中学生以上■参加料：200円（保険料、資料代を
含む）■定員：先着10人程度■申し込み方法：電話
■申し込み期間：10月2日（月）～10月31日（火）
問い合わせ先／山陽小野田市観光課
☎0836-82-1151

防府

会場／月の桂の庭
          防府市大字右田1091-1

11月11日（土）、12日（日）

月の桂の庭特別公開

時間／9:00～16:30
        （最終受付は16：00まで）

山口

会場／山口市立中央図書館
          山口市中園町7-7

11月11日（土）

第14回山口市立
中央図書館まつり

時間／10:00～16:00
■エフエム山口のパーソナリティによる楽しい読み
聞かせ＆音楽会■ブックリサイクル（古本市）■徳
地和紙のしおり配布■「べっぴんしゃん」の影絵を
みよう■おはなしひろば＆しおりづくり■ぶっくん
にのってみよう■子どもスタンプラリー■対面読書
体験■点字体験■読書クロニクル～みんなでもみ
じの木をつくろう～（学生企画）■すごろくゲーム異
国道中膝栗毛（学生企画）■トライアドベンチャー 
リブロー神殿の秘宝（学生企画）等イベントを予定
しています。■参加料：無料
問い合わせ先／山口市立中央図書館
☎083-901-1040
　info@lib-yama.jp
□HP  http://www.lib-yama.jp/

山口

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

11月11日（土）

赤れんが開館25周年記念事業
「加藤直明
トロンボーンコンサート」

時間／14:00～15:30
トロンボーン奏者の加藤直明氏とピアノ奏者の新
居由佳梨氏によるコンサート。なかなかソロで聴く
機会の少ないトロンボーンの音色を、楽しいお話と
共にお楽しみください。■チケット料：大人1,800
円、18歳以下800円 ※未就学児入場不可：託児有
り。11月2日（木）までに要申し込み：1人500円■
定員：90人
問い合わせ先／クリエイティブ・スペース赤れんが
☎083-928-6666
　renga-ya@c-able.ne.jp
□HP  http://www.akarenga.justhpbs.jp/

員：20人（最少催行人数7人）■申し込み方法：電話ま
たはインターネット■申し込み期限：10月31日（火）
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2008（平成20）年から期間限定で一般公開され
ている枯山水の傑作「月の桂の庭」が今年も2日間
公開されます。庭の名称にある「月の桂」とは月に
ちなんだ伝説、神仙説で不老不死の意味があると
され、この石庭は1712（正徳2）年に桂家第4代当
主桂運平忠晴が造営したと伝えられています。是
非この機会にこの名庭をご覧ください。■入館料：
中学生以上500円、小学生以下無料
問い合わせ先／防府市おもてなし観光課
☎0835-25-4547

山口

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

11月11日（木）、18日（木）、
25日（木）、12月2日（木）

山口大学公開講座
「ナンプレパズルの解き方」

時間／13:00～15:00
ナンプレパズルは世界的に有名なパズルであり、世
界大会も開催されています。その解法については、
様々な書籍、雑誌、ホームページで解説されていま
すが、統一されたものがなく、同じ解法テクニックに
異なる名前がついていることもしばしばあります。
この講座では、いろいろな解法を数学的な視点から
まとめたものを紹介します。実際、覚えるべきテク
ニックはそれほど多くはなく、2つの基本的なテク
ニックを覚えれば、9割の問題は解けます。また、こ
の講座では残りの1割の問題をどのようにして解い
たら良いかも紹介します。■受講料：6,400円■休
館日：土・日・祝日■定員：先着30人■申し込み方法：
電話・FAX・インターネットのいずれか ※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：11月1日（水）
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/

萩

山陽
小野田

会場／厚狭商店街前
          （JR厚狭駅在来線口側)

11月12日（日）

厚狭秋まつり

時間／11:00～
市指定の無形文化財として保存継承されている掛
け声と六方（ろっぽう）を踏んで歩く踊りの所作が
独特の「古式行事（大名行列）」が披露されます。そ
の他、裸坊、福引大会など、特設ステージを中心と
した多彩なイベントが催されます。※なるべく公共
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
□HP  http://www.sanyo-yeg.net/yume

会場／萩市中央公園ほか
          萩市江向4区552-2

11月12日（日）

萩時代まつり

時間／8:00～17:00
萩市古来の奉納行列「萩大名行列」が市内を練り歩く、秋
の一大イベント。「平安古備組」と「古萩町大名行列」を合
わせ、総勢200人を超える行列が城下町を中心に市内を
練り歩きます。行列は、奴姿や袴に裃姿の者に御駕籠が
従う構成となっており、「イサヨ～シ」の掛け声とともに、

問い合わせ先／萩時代まつり実行委員会
☎0838-25-3139（平日のみ）
　kankouka@city.hagi.lg.jp
□HP  http://www.hagishi.com/search/
　detail.php?d=900036

美祢

会場／美祢市民会館
          美祢市大嶺町東分326-1

11月12日（日）

月亭方正 美祢落語会

時間／14:00～
テレビでお馴染みの月亭方正さんの落語を生で見
ることができます。その他、笑福亭笑利さんと、山
口県住みます芸人のどさけんさんも出演されます。
ぜひテレビとは違った雰囲気をご覧ください。■チ
ケット料：一般前売2,500円・当日3,000円、高校生
以下500円（100人限定）。全席自由■座席：720

問い合わせ先／美祢市商工会
☎0837-52-0434

防府

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

11月13日（月）

ビブリオバトル
（知的書評合戦）

時間／13:00～14:30
ビブリオバトルは本の紹介コミュニケーションゲー
ムです。本を紹介するバトラー(発表者)と、投票参
加者を募集します。■応募要件：（バトラー）発表す
る作品の題名・著者名・出版社名を明記／（投票参
加者）なし■定員：バトラー（発表者）:5人、投票参
加者:先着30人 ■申し込み方法：はがき・FAX・来館
のいずれか。電話不可■申し込み期限：11月5日
（日）※バトラー（発表者）のみ
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）　FAX0835-22-9916
□HP  http://www.library.hofu.yamaguchi.jp

防府

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

11月15日（水）～25日（土）

瀬戸内デザイングランプリ
2017入賞作品展

時間／9:00～17:00
山口県出身・在住の現役デザイナーによる山口県
の小中高生を対象にしたポスターデザイン・プロ
ジェクト「瀬戸内デザイングランプリ」。2回目の開
催となる今年のテーマは「さかな」のポスターで
す。■入場料：無料■休館日：火曜日
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/

宇部

会場／山口大学常盤キャンパス
          宇部市常盤台2-16-1

11月18日（土）

山口大学工学部
ホームカミングデー

時間／10:00～16:00
山口大学工学部を地域の皆さんにも広く知ってい
ただくとともに、卒業生に旧交を温めていただくイ
ベントです。大学祭「常盤祭」も同時開催します。
■今年の「常盤祭」のゲストは、原宿発の大人気
ガールズバンド“サイサイ”ことSILENT SIRENで
す！ ホームカミングテーでは、もちまき、ヤマミィと
の交流会、キャンパスツアー等、楽しい企画を多数
用意してお待ちしています。■参加料：無料
問い合わせ先／山口大学工学部総務企画課総務企画係
☎0836-85-9005
　en282@yamaguchi-u.ac.jp
□HP  http://www.yamaguchi-u.ac.jp/
　alumni/hcd/2017.html

席■チケット販売所：美祢市商工会［本所（美祢支
所）、美東支所、秋芳支所］

次々に毛槍を投げ渡し、道具類の持ち手を交代し
ながら沿道を練り歩きます。沿道の要所では、据え
た御駕籠の前で草履を持って舞う草履舞が披露さ
れ、長さ約5.5mの長柄の槍を豪快に操作する長州
一本槍なども必見です。午後からは、毛利歴代藩主
や高杉晋作率いる奇兵隊、萩大名行列などによる
「萩時代パレード」が、中央公園から金谷天満宮を
目指して市内を練り歩き、江戸時代の歴史絵巻が
繰り広げられます。■観覧料：無料
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防府

会場／防府市スポーツセンター野球場
          防府市大字浜方195-2
          ※雨天時は防府市スポーツセンター体育館
          （ソルトアリーナ防府）2Fサブアリーナ
          防府市大字浜方174-1

11月19日（日）

地域スポーツ人口拡大
推進事業
「親子ふれあい
キャッチボール野球教室」

時間／13:00～
山本和範・新垣渚元プロ野球選手を講師に迎え、野
球教室を開催します。当日観覧自由　※教室参加
申し込みは終了しています。
問い合わせ先／防府市体育協会事務局
☎0835-23-4510

山口

会場／山口市立秋穂中学校
          山口市秋穂東615-1

11月19日（日）

第26回浜村杯
秋穂ロードレース大会

時間／9:30～13:00
1955（昭和30）年のボストンマラソン大会優勝をはじ
め、メルボルンオリンピック出場など、輝かしい実績を
残された山口市秋穂地区出身の名ランナー「浜村秀
雄氏」の偉業を称え、次世代を担うランナーの発掘・育
成を目指して開催しています。山口市立秋穂中学校が
スタートおよびゴール地点で、各コースの高低差は
15mから20mの比較的走りやすいコースです。穏や
かな瀬戸内の海と豊かな自然に恵まれたコース設定
で、毎年県内外から多くのランナーに御参加をいただ
いております。特に20kmのコースは、全国名橋百選
に選ばれたこともある周防大橋を往復するコースと
なっており、美しい景観を満喫できます。競技種目は、
3km：中学生男子・女子の部、5km・10km・20km：一
般男子・女子、壮年男子・女子の部の4種目があります。
壮年男子・女子の部は40歳以上の方が登録できます。
■参加料：一般3,500円、中学生・高校生1,500円■
申し込み方法：①インターネット（http://runnet.jp/）
②郵便振替：各地域交流センターに備え付けの振替用
紙で、ゆうちょ銀行または郵便局窓口へ。※開催要項
及び振替用紙が必要な方は事務局までご連絡くださ
い。■申し込み期限：10月2日（月）消印有効
問い合わせ先／浜村杯秋穂ロードレース大会実行委員会事務局
（秋穂地域交流センター内）
☎083-984-2132
□HP  http://tanosea-aio.jp/hamamurahai/index.html

防府

会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

11月25日（土）

御神幸祭（裸坊祭）

時間／18:00～

時間／13：00～16：00（予定）

日本三天神のひとつである防府天満宮の大祭です。
1千年以上の歴史を持つ、非常に伝統ある神事で
す。数千人の裸坊とよばれる白装束の男達が二体の
御輿と巨大な御綱代輿（おあじろごし）を奉戴し、
「兄弟わっしょい」の掛声も勇ましく、長蛇の列を成
す姿は壮観です。その様子から、西日本屈指の荒祭
りとして称えられています。※翌日11月26日（日）
は、天神おんな神輿が行われます。■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

防府

会場／防府競輪場

11月26日（日）

チャレンジ・ザ・バンク
in防府競輪場

時間／10:30～14:30
小学生以上の方を対象に、指導を受けながらバイ
ク走行やタイムトライアルを実施します。ロードレー
サー・トラックレーサー自転車持参でお願いします。
■定員：30人■申し込み方法：持参またはFAX。住
所・氏名・緊急連絡先・生年月日及び持参自転車の
車種（トラック・レーサー、ロード・レーサー、クロス
バイク等）を記入して防府市体育協会まで。■申し
込み期限：11月1日（水）必着
問い合わせ先／防府市体育協会事務局
☎0835-23-4510　FAX0835-25-5578

山口

会場／山口市男女共同参画センター、
　　　山口市民会館
          山口市中央2-5-1

11月23日（木・祝）

第8回山口市男女共同
参画センターフェスティバル

時間／10:00～15:00

山口市男女共同参画センターをたくさんの方に知っていた
だき、男女共同参画について理解していただくためのイベ
ントです。センターで活動している団体の活動紹介パネル
展、特産物やパンの販売、無料ぜんざいコーナーもありま
す。■小島慶子氏講演会「大黒柱マザー」 13:00～15:00
■ワークショップ 10:00～11:30・子育てワークショップ
「親子で楽しくサイエンス！ －196℃の世界を体験してみよ
う！」・国際交流ワークショップ「パネルディスカッション『交流
都市から“こんにちは”』」■団体活動紹介パネル展示10：00
～15：00■ぜんざいコーナー（無料）11：00～■特産物・パ
ンの販売11：00～■参加料：無料■定員：小島慶子氏講演会:
先着400人、子育てワークショップ：3歳以上子どもとその家
族50人■申し込み方法：FAX・メール・はがき・インターネット
のいずれか。電話不可。〒住所・氏名・電話・講演会かワーク
ショップの別・託児（生後6カ月～未就学児）の有無を男女共
同参画センターまで■申し込み期限：11月11日（土）必着
問い合わせ先／山口市男女共同参画センター
〒753-0074 山口市中央2丁目5-1
☎/FAX 083-934-2841
　mw3kaku@c-ble.ne.jp
□HP  http://www.y-djc.com/

山口

会場／古熊神社
          山口市古熊1-10-3

11月23日（木・祝）

山口天神祭

古熊神社から御旅所まで、御神幸行列が練り歩き、
八坂神社から参勤交代を彷彿させる備え立て行列
が合流し、その様子は江戸時代の風情を今に伝え
る歴史絵巻のようです。■観覧料：無料
問い合わせ先／古熊神社
☎083-922-0881

山口

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

11月30日（木）
企画展「山口の歴食
～大内氏のおもてなしと
幕末志士の大好物」 

時間／9:00～17:00
山口の室町時代の食と幕末の食を紹介します。■
観覧料：大人100円、小人50円 ■休館日：火曜日
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~saikou/

山口

会場／KDDI山口衛星通信所
          山口市仁保中郷123

12月28日（木）まで
KDDIパラボラ館
特別ガイド

時間／9:30～16:30
普段は立入禁止の衛星通信所の施設内に入り、巨
大なパラボラアンテナを間近で見て、異空間を体感
することができます。■入館料：無料■休館日：月曜
日（月曜が祝日の場合は翌日）■定員：40人■申し
込み方法：電話 ■申し込み期限：希望日の1週間前
問い合わせ先／KDDI山口衛星通信所
☎083-929-1400
□HP  http://www.kddi.com/parabola/ 

山陽
小野田

会場／JR厚狭駅在来線口集合

12月までの毎月第1・3土曜日

古地図を片手に
まちを歩こう（厚狭編）

時間／8:45～11:30
厚狭地区を通る旧山陽道とその周辺について，古地
図を片手に地元ガイドと一緒に歩きます。今も語り
継がれる民話「三年寝太郎」の史跡や厚狭毛利家ゆ
かりの地など、歴史についてガイドします。この機会
に参加して歴史に触れてみませんか。■行程（約5
㎞）JR厚狭駅在来線口→貞源寺→厚狭毛利家居館
址→妙徳寺→洞玄寺→旧山陽道経由→寝太郎荒神
社→JR厚狭駅在来線口（11:30着、解散）■費用：
500円■定員：各15人（最少催行人数2人）■申し
込み方法：電話■申し込み期限：各開催日の1週間前
問い合わせ先／山陽小野田市観光協会
☎0836-82-1313
□HP  http://sanyoonoda-kanko.com/
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