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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

秋芳洞「光響ファンタジー」
11月17日（金）～19日（日）

山陽小野田市
P i c k  U p

厚狭秋まつり
11月12日（日）

萩市

萩時代まつり
11月12日（日）

津和野町

津和野奴道中３団体共演
11月19日（日）

山口市

山口天神祭
11月23日（木・祝）

防府市

御神幸祭（裸坊祭）
11月25日（土）宇部市
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光の街UBE
TOKIWA
ファンタジア
2017

11月19日（日）～
平成30年1月14日（日）

写真提供：（株）石井幹子デザイン事務所
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山陽
小野田

萩

宇部

会場／周防国分寺
          防府市国分寺町2-67

防府

11月2日（木）まで

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）の19：00～20：
00までは、フォークソング親交会、11月2日（木）の
19：00～20：00までは、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／防府市青少年科学館
　　　（ソラール）
          防府市寿町6-41

防府

11月26日（日）まで

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）

会場／萩市川上明神島運動公園
          萩市川上3342-1

11月26日（日）まで

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

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

会場／ときわミュージアム UBE
　　　ビエンナーレライブラリー
　　　  宇部市野中3-4-29

11月26日（日）まで

ちょこっと彫刻調査団

時間／9:00～17:00
クイズに挑戦して彫刻トレーディングカードを集め
よう！ ■参加料：無料

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9-21

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、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／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

防府

11月5日（日）まで

印象派展―
巨匠たちの愛した
版画の世界

時間／10:00～17:00
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（500
円）※（ ）内は20人以上の団体料金。※中学生以下
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
いただく必要があります。■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/

問い合わせ先／宇部市ときわミュージアム管理課
☎0836-37-2888
　 museum@city.ube.yamaguchi.jp

萩

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

11月19日（日）まで

トトタベローネ萩　
～萩の海と魚の歴史・
いまむかし～

時間／9:00～17:00
■キキかまぼこ王：市内6社のかまぼこを食べ比べ
てみよう。各日先着50人（参加無料）■萩のかまぼ
こ270歳伝説!?：かまぼこの歴史、作り方を萩博物
館で特別上映（参加無料）■萩の旬 釜揚げシラス
丼：萩博レストランで旬の釜揚げシラス丼はいかが？ 
料金：600円（数量限定）営業時間：11：30～14：00
■チリメンモンスター缶バッジ：ミュージアムショッ
プで缶バッジをGETしよう！ 料金：200円（10種類）
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  http://tototabelone.jp/hagi.html

宇部

会場／宇部市新天町名店街
          宇部市新天町2-7-3

11月19日（日）まで

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　
新天町ぬいかけの植物園

新天町の空き店舗にアーティスト：中島佑太が滞在
し、アート作品を制作します。■参加料：無料
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
□HP  http://ube-artfesta.jp/
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山口

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

11月30日（木）まで

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/news/
　news-syoku.html

会場／防府市内一円

防府

11月26日（日）まで

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。■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

「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

宇部

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

11月26日（日）まで

パラモデル・ハヤシヤスヒコ
企画展 The Play
- Play in the Work/ 
Work in the Play 
はたらくまちがアートになる

時間／10:00～16:00
建築の配管に使用するPVCパイプや銅管パイプをモ
チーフにしたインスタレーション作品や彫刻作品を中
心に展示します。■参加料：無料■休館日：火曜日
問い合わせ先／宇部市ときわミュージアム管理課
☎0836-37-2888
　museum@city.ube.yamaguchi.jp
□HP https://www.tokiwapark.jp/event/the_play.html

防府

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

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

12月上旬まで

みかん狩り

時間／10:30～14:30
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。■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 。
■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

萩

会場／道の駅「萩しーまーと」
          萩市椿東4160-61

12月22日（金）まで

市民提案型事業
「みんなの150年プロジェクト」
「長州サムライめし」
期間限定販売

道の駅萩しーまーとでは、幕末から明治にかけて活
躍した維新の志士らゆかりの料理「長州サムライめ
し」を開発し、館内の３つのレストランで10月27日
から提供しています。■内容：3種類の「長州サムラ
イめし」（各1,500円、税別）①浜料理がんがん「晋
作が愛した萩の真鯛御膳」②来萩レストラン「和洋
折衷 毛利家の殿様ランチ」③維新亭「４人の長州
侍×４種の萩魚“志士丼”」
問い合わせ先／道の駅「萩しーまーと」
☎0838-24-4937

萩

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

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
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。■11月11日（土）14:00
～ ギャラリートーク：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ください。参加
料：無料（観覧料要）。■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

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

12月3日（日）まで

毛利博物館特別展「国宝」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
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/
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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/

会場／防府競輪場
          防府市国分寺町8-2

防府

11月2日（木）～5日（日）

防府競輪開設
68周年記念競輪
「周防国府杯争奪戦」（ＧⅢ）

時間／開門10:00～
　　　第1レース発走10：45
　　　最終レース発走16：25
グレードの高い「ＧⅢ」を開催します。約2,300人も
いる、競輪選手の中でトップレベルの9人しかいない
「Ｓ級Ｓ班」の選手も登場します！　■入場料：50円
問い合わせ先／防府競輪場
☎0835-22-1212
□HP  https://www.hofukeirin.jp

萩

山口

会場／道の駅「長門峡」
          山口市阿東生雲東分47-1
　　　長門峡竜宮淵駐車場
          萩市川上竜宮淵

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。■入場料：無料
問い合わせ先／
長門峡もみじ祭実行委員会事務局
（阿東地域交流センター篠生分館内）
☎083-955-0011
長門峡もみじまつり実行委員会
☎0838-54-2964
□HP  http://hagishi.com/news/detail.php?a=
　2017101718404503

山口

会場／山口市中心商店街

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し。
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

萩

会場／江崎漁港市場
          萩市大字江崎

11月3日（金・祝）

江崎定置網朝市

時間／8:00～12:00
新鮮な魚が大集合！売り切れ御免の鮮魚販売です。
イベント内容：定置網漁船帰港見学、鮮魚即売会、
漁協女性部による総菜販売。■入場料：無料
問い合わせ先／山口県漁業協同組合江崎支店
☎08387-2-0321
□HP  http://hagishi.com/news/detail.php?a=
　2017101718404503

津和野

会場／旧畑迫病院
　　　ギャラリールーム
          津和野町邑輝829-1

11月3日（金・祝）

旧畑迫病院
１周年記念講演

時間／13:30～15:00

問い合わせ先／津和野町教育委員会
☎0856-72-1854
□HP  http://tsuwano-bunka.net/ishokunomanabiya/

津和野

会場／旧堀氏庭園
          津和野町邑輝795

11月3日（金・祝）～5日（日）

旧堀氏庭園　
秋の紅葉ライトアップ
「夜間特別公開」

時間／18:00～21:00（入場は20：30まで）
津和野町内随一の紅葉名所として知られる「名勝堀
庭園」にて、期間限定夜間紅葉ライトアップを実施し
ます。静寂の夜のとばりに浮かび上がる幻想的な時
間をお楽しみください。■11月4日限定シャトルバ
ス運行：津和野駅18:00～20:30、堀庭園18:30～
21:15（いずれも約1時間間隔で運行）※途中「津
和野温泉宿わた屋前」「郷土館前」「津和野温泉な
ごみの里」に停車します。満車等でご乗車できない
場合も想定されますので予めご了承ください。／料
金：大人1,000円、中高生800円、小学生600円（料
金には往復バス代・入園料が含まれます）■入園料：
大人500円、中高生300円、小学生200円
問い合わせ先／（一社）津和野町観光協会
☎0856-72-1771
□HP  http://tsuwano-kanko.net/info/teienlightup2017/

「江戸時代の医学」と題して1周年記念講演を行い
ます。江戸時代を中心に、医学の発展の歴史を講
演いただきます。スライドを中心に視覚的にもおも

しろく学ぶ機会となると思います。その医史のエピ
ソードとして、西洋医学を取り入れるうえで、杉田
玄白らが『解体新書』として自分たちで翻訳するこ
とにより、それを参考に医療ができるようになった
その経緯。天然痘の歴史の中で「種痘の話」として
笠原良策という医師が自らの子供に種痘し福井に
連れていった話など具体的な史実を交えお話しい
ただきます。津和野には藩校養老館の種痘証明印
の印影（郷土館所蔵）が残り、森鷗外ら医者を輩出
している津和野とも関わりあいの深い話です。お誘
い合わせのうえぜひともご拝聴ください。■入館
料：200円 ■休館日：月曜（ただし11月は無休）（月
曜日が祝日の場合はその翌日）、年末年始（12月
30日～1月4日）
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山陽
小野田

会場／厚狭地区複合施設ラウンジ
          山陽小野田市大字鴨庄94

11月3日（金・祝）～12日（日）

展示「あなたは
満点飼主？」

犬や猫等のペットについて、近所迷惑をかけず、愛
情をもって飼うための情報をパネル展示します。※
11月10日（金）～12月13日（水）は山陽小野田市
厚狭図書館（厚狭地区複合施設内）で、動物に関す
る本と合わせてパネルを展示します。■入場料：無
料■休館日：厚狭図書館の休館日はHP等でご確認
ください。
問い合わせ先／山陽小野田市環境課
☎0836-82-1143
山陽小野田市厚狭図書館
☎0836-72-0323

萩

会場／萩・明倫学舎
          萩市江向602

11月3日（金・祝）～19日（日）

萩・1980年 写真展

時間／9:00～17:00
世界180か国で愛読されている情報誌「ナショナ
ルジオグラフィック」誌の一流写真家、サム・エイベ
ル氏が1980（昭和55）年に来萩し、市内の風景や
伝統行事など、萩の様々な様態を写真に収めて同
誌に掲載しました。世界で大絶賛された、その美し
い風景など当時の写真を萩・明倫学舎で展示しま
す。■観覧料：無料
問い合わせ先／萩・明倫学舎推進課
☎0838-21-2018

萩

会場／萩阿武川温泉から
　　　長門峡竜宮淵間

11月3日（金・祝）、4日（土）、5日（日）、
11日（土）、12日（日）、18日（土）、
19日（日）、23日（木・祝）

長門峡無料シャトル便の運行

時間／9:00～17:00 ※大雨等の荒天時は運休
紅葉シーズン中、土・日曜日・祝日限定で萩阿武川
温泉から長門峡竜宮淵間の無料シャトル便を運行
します。国の名勝に指定されている「長門峡」の美
しい渓谷や「萩・長門峡観光遊覧船」で紅葉を楽し
みませんか。※萩バスセンターから萩阿武川温泉ま
では、路線バスをご利用ください。■行き（2便）：萩
阿武川温泉9:50発～長門峡竜宮淵10:20着、同
14:00発～14:30着■帰り（2便）：長門峡竜宮淵
10:40発～萩阿武川温泉11:10着、同15:20発～
15:50着■乗車料：無料
問い合わせ先／川上総合事務所産業振興部門
☎0838-54-2121

山口

会場／周防国分寺
          防府市国分寺町2-67

防府

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のほか、
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/

会場／山口県教育会館
          大手町2-18

11月4日（土）

山口鷺流狂言
定期公演

時間／14:00～16:00
県指定無形文化財山口鷺流狂言の定期公演です。
■観覧料：無料■定員：500人

問い合わせ先／山口鷺流狂言保存会事務局（山口市文化財保護課内）
☎083-920-4111

山口

会場／香山公園
          山口市香山町7-1

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
　　　※雨天中止の場合有
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
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：（キャンドルの火付
け体験）電話・FAX・Eメールのいずれか■申し込み
期限：希望日の前日17:00
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/

美祢

会場／美祢市民会館
          美祢市大嶺町東分326-1

11月4日（土）～30日（木）

美祢市
生涯学習フェスタ

時間／11月4日（土）9:30～17:00、
　　　11月5日（日）10:00～16:00

山口

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

11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

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。■
料金：無料■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■定員：先
着200人■申し込み方法：YCAM1階事務所または
インターネット

問い合わせ先／美祢市教育委員会事務局　
生涯学習スポーツ推進課
☎0837-52-5261　FAX 0837-52-2562
　shosupo@city.mine.lg.jp

市民の皆様の生涯学習の喚起と地域の生涯学習
への関心を高め、まちづくりの将来像である「自然
と調和し、潤いと活力に満ちたやすらぎと交流の
郷」を目指し、美祢市生涯学習フェスタを開催しま
す。生涯学習グループによる作品展示や催し物が
あります。■受講料：無料
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問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222　FAX 083-901-2216
　information@ycam.jp
□HP  http://www.ycam.jp

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
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■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）■サイクリング
（無料）（事前申し込みが必要なイベント有り、詳細
は防府市HPまで）■申し込み方法：電話
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

ゆう    ゆう

津和野

会場／旧堀氏庭園
          津和野町邑輝795

11月5日（日）

旧堀氏庭園 紅葉祭り

時間／10:00～15:00
津和野の観光中心部から8kmほどの場所にある秋
色に染まった庭園での紅葉祭り。当日は、新米つわ
の栗ご飯や伝統料理の芋煮、抹茶の販売もあり秋
の味覚も楽しんで頂けます。■入園料：大人500
円、中高生300円、小学生200円
問い合わせ先／旧堀氏庭園
☎0856-72-0010

会場／防府市公会堂
          防府市緑町1-9-1

防府

11月5日（日）

邦楽の会

時間／10:00～16:00

時間／10:30～15:00

舞踊・民謡・尺八・詩吟・筝曲の発表■入場料：500円
※当日券有■定員：1,200人

問い合わせ先／防府市文化協会事務局
☎0835-26-6841

山陽
小野田

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」

本物の土器や当館所蔵の資料を展示し、様々な体
験を通してふるさとの埋蔵文化財に親しむイベント
を開催します。■内容：本物の土器に触れる体験、
古代衣装試着体験（小学生以下）、粘土に縄文土器
のような縄目をつける体験 ■入場料：無料
問い合わせ先／
山陽小野田市歴史民俗資料館
☎0836-83-5600
県埋蔵文化財センター
☎083-923-1600
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/rekimin

11月5日（日）

萩

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

11月5日（日）

秋のミュージアム
コンサート

時間／15:00～15:45
爽秋に吹き抜ける音のハーモニーをお届けします。
展覧会とあわせて、贅沢な秋のひとときをお楽しみ
ください。事前のお申し込みは不要ですので、直接
会場へお越しください。■入場料：無料■定員：先着
100人程度 ※展示室の入場は要観覧チケット
問い合わせ先／県立萩美術館・浦上記念館
☎0838-24-2400
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/
　exhibition/2017/11/

「ニッポンたからものプロジェクト」は、今年全国5
か所で展開される特別企画。カタチにはとらえにく
い日本遺産とLive Art（芸能）を結び、あたらしい
光を当てます。山陰の美しい景色のなかに突如現
れる、小京都・津和野。幕末当時の様子がイキイキ
と描かれた「津和野百景図」を手本として、街並み
や風習が守り伝えられてきました。今も絵図の題
材の半分以上を体感できます！ 風情と想いが凝縮
された小さな町の魅力が「津和野今昔～百景図を
歩く」として日本遺産に認定されています。百景図
にも登場する秋の永明寺で、絵図を手掛かりに幕
末にトリップしてみましょう！ 日本遺産コンシェル
ジュのトークと今年４００年記念の「津和野踊り」。
新進の若手による日本舞踊、お箏、琵琶は津和野
にちなんだ演目を。イラストレーターとしても活躍
する中川翔子さんが進行役となって、お客様と一
緒に発見と祝福の旅に出ます！ ■定員：120人（全
席自由。客席前方は座布団席、後方は椅子席※一
部予約席あり）

津和野

会場／永明寺
          津和野町後田ロ107

ニッポンたからもの
プロジェクト 
日本遺産×LiveArt 
津和野公演

時間／①13:00～14:10
　　　②15:30～16:40

問い合わせ先／津和野町日本遺産推進協議会
（事務局：津和野町商工観光課）
☎0856-72-0652
□HP  http://www.takaramono-pj.jp
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問い合わせ先／きららガラス未来館
☎0836-88-0064
□HP  http://www.onodaglass.jp/

時間／午前の部10:00～11:30
　　　午後の部14：00～15：30

山陽
小野田

会場／中央図書館　
　　　2F視聴覚ホール
          山陽小野田市栄町9-13
　　　不二輸送機ホール 大ホール
          山陽小野田市大字郡1754
　　　 （JR厚狭駅新幹線口前）

11月5日（日）

映画「ふたりの桃源郷」

KRY山口放送が製作した長編ドキュメンタリー映画の
上映会です。岩国市の山奥で暮らすふたりの老夫婦の
自給自足の生活と、ふたりを見守る家族の葛藤と模索
が描かれています。県内外でも上映され、「文化庁芸
術祭大賞」を受賞した作品をこの機会に是非ご鑑賞く
ださい。■入場券：一般500円、高校生以下無料
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/

時間／9：00～、13:30～

山陽
小野田

会場／きららガラス未来館
          山陽小野田市焼野海岸

11月5日（日）、19日（日）、
12月10日（日）、17日（日）

吹きガラス体験

吹き竿の先に熔けたガラスを巻き取って、息を入れ、道
具を使い、形を整えながらグラスや器を作ります。■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／きらら交流館
☎0836-88-0200
□HP  http://www.kirara-k.jp/

時間／9:00～17:00

山陽
小野田

会場／きらら交流館
          山陽小野田市焼野海岸

11月5日（日）～11日（土）

菊づくり教室作品展

菊づくり教室のみなさんが育てた菊が見事に咲き
ました。ぜひご鑑賞ください。■入場料：無料 
■休館日：11月6日（月）、7日（火）

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

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、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

山口

山陽
小野田

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

11月6日（月）～8日（水）

山陽オート本場開催 

時間／10:00～17:00
オートレースにおいて、一般的な普通開催を３日間
にわたって実施します。■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／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
「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／芦樵寺
          防府市松崎町5-27

11月8日（水）、15日（水）

呼吸法を学ぶ坐禅体験

時間／1回目：14:00～15:00
         2回目：18:00～19:00

室町時代に建立された「芦樵寺（ろしょうじ）」は、大
内家の菩提寺です。その由緒あるお寺の境内で、本
格的な坐禅を体験します。呼吸を整え、心を鎮めて
「無」の状態になりきれば、日頃の疲れやストレスも
リセットされて、心身ともにリフレッシュできるはず
です。坐禅の後は、法話を聞きながらお茶タイム。ご
住職のお話の中から、良い人生を送るためのヒント
が見つかるかもしれません。■参加料：大人1,000
円、子ども500円■定員：各回15人■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：実施日の5日前まで
問い合わせ先／（一社）防府市観光協会
☎0835-25-2148　FAX0835-25-4537
□HP  http://visit-hofu.jp

防府

会場／防府競輪場
          防府市国分寺町8-2

11月10日（金）～12日（日）

防府けいりん感謝祭

時間／8:30～13:00
        ※雨天の場合は一部内容を変更します
日頃の感謝を込めて抽選会やビンゴ大会を行いま
す！ その他にも昨年好評だったパンフェスも開催し
ます！ 競輪選手のパンパンな太もものようにワイル
ドな調理パンが大集合！ ぜひ家族で一緒に遊びに
きてください！ 詳しくは防府けいりんHPで随時公
開♪■入場料：50円 ※11：00から無料
問い合わせ先／防府競輪場
☎0835-22-1212
□HP  http://www.hofukeirin.jp

防府

会場／JR新山口駅
          山口市小郡下郷字向上3

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／13:00～16:00
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：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

山口
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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

11月10日（金）～12日（日）

市民茶会席

時間／10:00～16:00
防府茶道連盟による煎茶・抹茶交替お点前■座料：
300円
問い合わせ先／防府市文化協会事務局
☎0835-26-6841

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10日（金）～12日（日）

華道展

時間／10:00～17:00
防府市華道連盟合同出品■入場料：無料
問い合わせ先／防府市文化協会事務局
☎0835-26-6841

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
雄大な表門や、路傍庭園を流れる梛川沿いのモミ
ジの紅葉をライトアップで演出し、百年前に造られ
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  http://visit-hofu.jp

防府

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/

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）などのイベントを
予定しています。■参加料：無料■休館日：火曜日

山口

問い合わせ先／宇部市北部地域振興課
☎0836-67-2812　FAX0836-67-2158
   chiiki@city.ube.yamaguchi.jp
□HP  http://ube-artfesta.jp/

会場／旧船木鉄道大棚トンネル
          宇部市大字東吉部4194

11月11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
トンネルコンサート

時間／13:00～14:30
民謡、二胡・バイオリンの演奏■費用：800円（竿ま
んじゅう付き）■定員：先着60人■申し込み方法：電
話・FAX・メールのいずれか

宇部

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

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）まで要申し込み：一人500円）■定員：90人

山口

問い合わせ先／宇部市ときわミュージアム管理課
☎0836-37-2888
   museum@city.ube.yamaguchi.jp

会場／ときわミュージアム
　　　UBEビエンナーレ彫刻の丘
          宇部市野中3-4-29

11月11日（土）

藤島明範さんの
夜の彫刻鑑賞ツアー

時間／17:30～18:00

作家：藤島明範とときわミュージアム学芸員がご案
内します。■参加料：無料

宇部

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／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

11月11日（土）、18日（土）、
25日（土）、12月2日（土）

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）

山口

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

会場／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／8:00～16:00
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、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取りの舞が披露され、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

萩
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問い合わせ先／津和野町教育委員会
☎0856-72-1854

会場／津和野町民体育館
          津和野町後田口66

11月12日（日）

第68回
近県学校音楽大会

時間／8:00～
今年で68回を迎える近県学校音楽大会を開催いた
します。例年、審査員をお願いしている末廣正巳先
生、島畑斉先生をはじめ、今年はヴァイオリン奏者の
相川麻里子先生をお招きしました。町内外の小学生
から高校生が多数参加する大会です。ご近所お誘い
あわせの上、どうぞお越しください。

津和野

会場／道の駅「うり坊の郷katamata」
          萩市片俣1244-1

問い合わせ先／山口大学大学祭実行委員会
☎080-5233-3287
　himeyamafes.jitsui@gmail.com
LINE ID ： himeyamafes.jitsui
□HP  http://himefes2017.jimdo.com/

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

11月12日（日）

山口大学 第68回姫山祭
「Yamaguching!」

時間／10:30～19:00
今年も山口大学大学祭”姫山祭”の季節がやってき
まし た 。第 6 8 回 を 迎 え た 姫 山 祭 は 、
「Yamaguching!」をテーマとし、日々進化してい
く山口大学を皆様にみていただこうと考えていま
す。姫山祭では、素敵な景品が当たるビンゴや山口
名物のふくを使ったふく鍋の配布、豪華ゲストも!! 
これらの企画はすべて無料で楽しめます。また、学
生によるステージ、教室パフォーマンス、模擬店も
あります。山口大学吉田キャンパスにて、皆様のご
来場をお待ちしております。■料金：無料

山口

防府

問い合わせ先／道の駅「うり坊の郷katamata」
☎08388-8-0114

11月12日（日）

うり坊の郷
katamata感謝祭

時間／10:00～15:00
今年も豊作!! 収穫に感謝を込めて、盛大に開催します。
イベント内容：米のつかみ取り、重さあてクイズ、もちつ
き体験、福引き、もちまき、各種販売など。■入場料：無料

萩

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

会場／富海海水浴場中央部の
　　　休憩所（東屋）
          防府市大字富海西ノ浜

11月12日（日）

ドローンが誘う
富海の自然・歴史
探訪ツアー

時間／9:30～12:30
江戸時代より陸海交通の要衝だった富海。天璋院
篤姫ゆかりの「富海本陣」、国登録有形文化財「清
水家住宅」、「船蔵通り」など、港町として栄えた足
跡を訪ねましょう！ まずはドローンを飛ばして、自然
や史跡を空撮映像で楽しみ、その後、ドローンの映
像の記憶をたどりながら歩きます。海の幸いっぱい
の特別ランチ、「富海浜膳」もお楽しみに。■参加
料：2,500円（昼食付き）■定員：10人■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：11月7日（火）

問い合わせ先／山口市保健センター
☎083-921-2666

会場／山口市保健センター
          山口市糸米2-6-6

11月12日（日）

第15回 生活習慣病予防
のための市民公開講座
「聞いてグッスリ！ 不眠を改善！
～知っていますか？
睡眠時無呼吸症候群」

時間／13:30～16:45
毎年恒例の市民公開講座を開催します。医師と薬
剤師による講演会のほかに、会場では健康チェック
も体験できます。【講演】13:30～15:30①「よりよ
い眠りのためのヒント」丸尾禎氏（まるおストレスケ
アクリニック院長）②「睡眠時無呼吸症候群につい
てー耳鼻咽喉科の立場からー」竹野研二氏（済生
会山口総合病院　耳鼻咽喉科部長）③「不眠治療
薬を使用する上で気をつけていただきたいこと」
尼崎正路氏（綜合病院山口赤十字病院薬剤部長）
【健康相談】15:45～16:45（要予約・定員あり）専
門スタッフ（医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、理学
療法士）による個別健康相談【健康チェック】
13:00～13:30、15:45～16:45　※項目によっ
ては人数制限がありますので、定員になり次第締
め切ります。血管年齢測定、体組成測定、噛むカム
（咀嚼能力）チェック、口臭測定、血糖測定、血圧測
定、食生活チェック等 こころの体温計によるストレ
スチェック■申し込み方法：電話（個別健康相談を
希望される方のみ要事前申し込み）■申し込み期
限：健康相談は11月2日（木）

山口

問い合わせ先／山陽商工会議所
☎0836-73-2525
□HP  http://www.sanyocci.sakura.ne.jp/

会場／厚狭駅前商店街
          JR厚狭駅在来線口

11月12日（日）

厚狭秋まつり

時間／11:00～18:30
市指定の無形民俗文化財として保存継承されてい
る掛け声と六方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。■ステー
ジイベント11:00～■古式行事14:00厚狭駅前出
発■裸坊17:00厚狭天満宮出発■もちまき、福引
き大会、青空レストランほか■観覧料：無料

山陽
小野田

問い合わせ先／美祢市商工会
☎0837-52-0434

会場／美祢市民会館 大ホール
          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。■料
金：一般（前売り：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
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］

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

会場／秋吉台国際芸術村 研修室1
          美祢市秋芳町秋吉50

11月12日（日）

時間／①18:00～②19:00～
和蝋燭のゆらめきのなかで披露される舞踊家・花柳
寿寛の「創作舞踊」をお楽しみください。■料金：無
料■定員：各30人（当日整理券配）

宇部

特別公演
「和蝋燭と日本舞踊」

美祢

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

会場／秋吉台国際芸術村
　　　研修室1、2、3、中庭
          美祢市秋芳町秋吉50

11月12日（日）

時間／18:00～21:00
「光を素材とした作品：光とアートの出会い」を統一
テーマとした「ひかりアート展」を開催。過去に芸術
村で滞在制作を行った海外及び県内アーティスト
の新作のほか、特別展示「生花×LED」や特別公演
「和蝋燭と日本舞踊」もお見逃しなく。■料金：無料

ひかりアート展美祢

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

会場／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

11月12日（日）～23日（木・祝）

時間／9:00～17:00
ふるさと美祢市で初個展を開催。■入場料：無料

石村勝宣 絵画展美祢

防府

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

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）

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

ビブリオバトル
（知的書評合戦）

防府

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）

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

瀬戸内デザイングランプリ
2017入賞作品展

問い合わせ先／宇部市観光推進課
☎0836-34-8353　FAX0836-22-6083

会場／琴崎八幡宮バス停集合
          宇部市琴崎町

11月12日（日）、26日（日）

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：開催日の各2日前

てくてくまち歩き
古地図を片手にまちを歩こう

宇部

問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111　ＦＡＸ0836-64-2800

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

11月16日（木）

時間／13:00～15:00
ディルとローズマリーを使った料理教室。■持参
品：エプロン、三角巾、筆記用具■参加料：1,600円
■定員：20人■申し込み方法：電話またはFAX■申
し込み期限：11月10日（金）

畑クッキング

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

会場／秋吉台国際芸術村 カフェ
          美祢市秋芳町秋吉50

11月17日（金）

時間／16:30～18:00

紙を切り抜いて鏡に貼り付け、スマートフォンのフ
ラッシュを焚いて撮影することで壁に反射する影
絵を撮影します。■料金：無料

ワークショップ
「この土地の光」

美祢

問い合わせ先／美祢市観光協会
☎0837-62-0115
□HP  http://karusuto.com/event/20171117-19/

写真提供：（株）石井幹子デザイン事務所

会場／秋芳洞
          美祢市秋芳町秋吉

11月17日（金）～19日（日）

時間／17:00～21:00
　　　※入洞は正面入口のみ19：00まで
秋吉台「星空のイルミネーション」の開催期間に併
せて８年ぶりに秋芳洞内をカラーLEDと音楽によ
り、幻想的な空間を創出します。３日間限定の特別
なイベントですのでぜひご来場ください。■入洞料：
17時から19時までの入洞で高校生以上1,000
円、小学生以上500円（※それ以外の時間帯は高
校生以上1,200円、中学生950円、小学生600
円）■前売り券販売所：美祢市観光協会、全国ファミ
リーマート。セット料金（秋芳洞入洞+イベント入場
料）高校生以上1,500円、小学生以上800円

秋芳洞
「光響ファンタジー」

美祢

会場／秋芳洞
          美祢市秋芳町秋吉

11月17日（金）～19日（日）

時間／18:00～21:00
3日間限定で、カ
ルスト展望台か
ら若竹山までの
エリア をレ ー
ザーやLEDを活
用し、星座や星を
浮かび上がらせ、
星空の天体観測
とともに幻想的
な空間を体感す
ることが出来ま
す。■入場料：高
校生以上1,000
円、小学生以上

秋吉台「星空の
イルミネーション」

美祢
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問い合わせ先／美祢市観光協会
☎0837-62-0115
□HP  http://karusuto.com/event/20171117-19/

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

会場／秋吉台国際芸術村 研修室1
          美祢市秋芳町秋吉50

11月17日（金）～19日（日）

時間／18:00～21:00
華道家・松原良子とブルーウェーブテクノロジーズ
株式会社のコラボレーション作品を期間限定で公
開。■料金：無料

特別展示「生花×LED」美祢

問い合わせ先／宇部市土木課
〒757-0292 宇部市大字船木365-1
☎0836-67-2815　ＦＡＸ0836-67-2293
　kusu-sisetu@city.ube.yamaguchi.jp

宇部

会場／万倉ふれあいセンター集合
          宇部市大字西万倉1672

11月18日（土）

時間／8:50～13:00
紅葉が見頃の今富ダム湖畔まで、往復約7kmをウ
オーキングします。ウオーキング後は、「ぜんざい」
で疲れを癒やし、楠こもれびの郷内「楠四季菜市」
でお買い物をお楽しみください。（楠四季菜市お買
物券付）■持参品：飲み物、タオル、帽子、手袋、雨
具など■参加料：500円■定員：100人■申し込み
方法：電話・FAX・メール・はがきのいずれか■申し
込み期限：11月13日（月）

今富ダム湖畔
紅葉ウオーキング

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

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）

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

山口大学工学部
ホームカミングデー

宇部

問い合わせ先／小郡女性団体連絡協議会
☎083-972-6497　FAX083-973-1331

会場／小郡ふれあいセンター
          山口市小郡下郷1440-1

11月18日（土）

時間／13:30～15:30
女性の活躍先進国のひとつであるフィンランドにおける
男女共同参画の状況の講演会です。■ゲストスピーカー：
フィンランド大使館員■海外の男女共同参画の現状や取
組みについてのパネルディスカッション パネリスト：フィ
ンランド大使館員、タンザニア、ラオスの留学生■参加
料：無料■定員：50人■申し込み方法：電話またはFAX

異文化に見る女性の生き方
～グローバルな視点で今を見る～

山口

問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541
　info@tokiwa-zoo.jp

宇部

会場／ときわ動物園
　　　体験学習館モンスタ
          宇部市則貞3-4-1

11月18日（土）

時間／13:30～
象牙やペットとしてのヨウムなど野生動物の現状に
ついての講演。■参加料：無料

講演会「マルミミゾウとヨウムを
絶滅から救うことはできるのか
～いま日本人にできること」

問い合わせ先／宇部市広報・シティセールス課
☎0836-34-8155
　citysales@city.ube.yamaguchi.jp

宇部

会場／山口宇部空港
          宇部市大字沖宇部625-17

11月18日（土）～
平成30年1月8日（月・祝）

時間／点灯時間：17：00～21：30
　　　点灯式：18日（土）16:00～
期間中は送迎デッキを無料開放。■参加料：無料

光の街UBE
エアポート・イルミネーション

問い合わせ先／山陽小野田市健康増進課
☎0836-71-1814

会場／山陽小野田市民館（小野田公民館）　
          山陽小野田市栄町9-25
　　　山陽小野田市民体育館周辺 ほか
          山陽小野田市中川5-2-1

11月19日（日）

時間／9:00～15:00
「日本一健康なまちづくり」を目指し、「もっと×8 つ
ながりを」をキーワードに子どもから高齢者までど
なたでも参加できる健康づくりのイベントです。ぜ
ひご来場ください。■内容：9:00～9:45オープニン
グイベント、10:00～11:00市民館にて講演会「が
んの予防」講師：篠崎文彦氏（山陽小野田市民病院
顧問）、健康ウルトラクイズ、SOSおきよう体操、各
種測定（血管年齢・骨密度測定・聴力検査など）、も
ちまき、スロージョギング、体力チェック、元気のり
のり汁試食（数量限定）、スタンプラリー、子ども遊
びコーナー、飲食コーナーほか　※市民体育館ア
リーナは土足禁止です。体育館シューズ等室内履
きを持参してください。■入場料：無料

第8回SOS健康フェスタ山陽
小野田

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://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/132/29467.html
□HP  http://tanosea-aio.jp/hamamurahai/index.html

会場／山口市立秋穂中学校
          山口市秋穂東615-1

11月19日（日）

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と
なっており、各コースの高低差は15mから20m
で、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るコースとなっ
ています。競技種目は、3km・5km・10km・20km
の4つの種目です。3kmは中学生男子・女子の部、
5km、10km、20kmは、それぞれ一般男子・女子、
壮年男子・女子の部があります。※参加申し込みは
受付終了しています。

第26回浜村杯
秋穂ロードレース大会

山口

500円■前売り券販売所：美祢市観光協会、全国
ファミリーマート。セット料金（秋芳洞入洞+イベント
入場料）高校生以上1,500円、小学生以上800円
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問い合わせ先／宇部市北部地域振興課
☎0836-67-2812
　chiiki@city.ube.yamaguchi.jp
□HP  http://ube-artfesta.jp/

宇部

会場／二俣瀬ふれあいセンター
         宇部市大字車地173

11月19日（日）

時間／9:30～15:00
■永山本家酒造場事務所見学会：10:00～15:00 国
の登録有形文化財に指定された建物を見学できます
■二俣瀬校区文化祭9：30～15：00■参加料：無料

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
ふたまたせＤＡＹ！

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
□HP  http://ube-artfesta.jp/

宇部

会場／宇部市新天町名店街　
         宇部市新天町2-7-3

11月19日（日）

時間／10:00～15:00
人気のパン屋さんや「うべ元気ブランド」などが出
店するマルシェ。■参加料：無料

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
パンマルシェ×まちなかマルシェ

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
□HP  http://ube-artfesta.jp/

宇部

会場／新川橋（宇部市役所周辺）
　　　宇部市新町

11月19日（日）

時間／10:00～15:00
専門店による食のマルシェと各種イベント。■参加料：無料

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
Majime River Autumn Fes

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／防府天満宮 春風楼付近
　　　防府市松崎町14-1

11月19日（日）

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。■11月の内容：◎アートの秋☆野菜スタンプで
あそぼう◎スポーツの秋☆手作りわなげあそび◎読
書の秋☆たのしい絵本の読み聞かせ■参加料：無料

「家庭の日」
親子ふれあいイベント

防府

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

会場／山口市中央公園
　　　山口市中園町7
　　　※雨天時は
　　　山口情報芸術センター［YCAM］内

11月19日（日）

時間／11:00～15:00
山口県内の個性あふれるお店が集うマーケット「秋の
YCAMくるくる市」を、YCAM前の中央公園で開催しま
す。会場には、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組ほど登場。春から大好評の未就園児対
象の親子でパン食い競争や、リユースワークショップ、
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。県内での活動を中心に、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。■関連イベント：「親子でパン食い競争」
11:30～（雨天中止）／未就園児の親子20組（先着順）
／参加無料■関連イベント：「リユースワークショップ～本
革キーカバーを作ろう～ 講師RASTIC」13:00～／小学
生以上（低学年は親子同伴）／定員10人／参加費600
円■申し込み方法：【親子でパン食い競争】当日11:00よ
り、くるくる市総合受付にてチケット配布■【リユースワー
クショップ】当日13:00にくるくる市総合受付

YAMA KITCHEN
秋のYCAMくるくる市

山口

問い合わせ先／津和野町教育委員会（津和野町郷土館）
☎0856-72-0300

会場／津和野町後田地内
        津和野町殿町通り～駅前通り

11月19日（日）

時間／12:30～15:00
津和野には大名行列・天神行列を再現した奴道中が
３つあります。津和野藩主亀井氏の津和野城入城
400年を記念して、小川地区、日原地区、青原地区
のそれぞれの奴が津和野の城下を練り歩きます。

津和野奴道中３団体共演津和野

問い合わせ先／宇部市交通局
☎0836-31-1133

宇部

11月19日（日）、25日（土）、12月2日（土）、
9日（土）、16日（土）、17日（日）、
23日（土・祝）、24日（日）、25日（月）

宇部新川駅と山口宇部空港の間を往復し、3つのイ
ルミネーション会場（山口宇部空港・ときわ公園・勤
労青少年会館）をつなぎます。■料金：一日乗車券
大人600円、中学生以下300円

光の街UBE
イルミネーションバス運行

宇部

会場／ときわ遊園地 ほか
        宇部市則貞3-4-1

11月19日（日）～
平成30年1月14日（日）

時間／点灯時間：17：30～21：30
　　　点灯式：19日（日）17：30～　
西日本最大級のイルミネーションイベント。今年は、新たに光
と音楽によるライトショーを開催。▽点灯式：ハンドベルの演
奏など ※12月31日（日）休園■光と音楽によるライトショー
■イルミネーションコンテスト■UBEビエンナーレ彫刻の丘
ライトアップ■遊園地夜間営業■石炭記念館夜間開館（12
月30日までの土・日・祝日のみ、20:30まで）■参加料：無料

光の街UBE
TOKIWAファンタジア2017

問い合わせ先／防府市体育協会事務局
☎0835-23-4510

会場／防府市スポーツセンター野球場
　　　※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

11月19日（日）

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。※教室参加申し込みは終了
しています。※当日観覧自由

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」

防府
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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

問い合わせ先／宇部市ときわミュージアム管理課
☎0836-37-2888
　museum@city.ube.yamaguchi.jp

山口

萩

宇部

会場／ときわミュージアム
　　　UBEビエンナーレ彫刻の丘
          宇部市野中3-4-29

11月22日（水）

小学生のぐるっと
彫刻鑑賞ツアー 

時間／10:30～11:00
宇部市立見初小学校の6年生がご案内します。■参加料：無料

問い合わせ先／宇部市ときわミュージアム管理課
☎0836-37-2888　FAX0836-37-2889
　museum@city.ube.yamaguchi.jp

宇部

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

11月22日（水）

ハーブ公開講座

時間／①10:00～12:00
　　　②13:30～15:30
植物材料などを使って、ルームスプレーとハーブク
リームを作ろう。■参加料：1,000円■定員：各先着
10人■申し込み方法：電話またはFAX■申し込み
期間：11月6日（月）～20日（月）

問い合わせ先／川上農林産物直売施設出荷協議会
☎0838-54-2755

会場／萩阿武川温泉公園
          萩市川上4892-1

11月23日（木・祝）

川上直売所感謝祭

時間／9:30～14:00
日頃のご愛顧と、農林産物の収穫に感謝を込めて
開催します。イベント内容：うどんなどの販売、お楽
しみ抽選会。■参加料：無料

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2-5-1
☎/FAX083-934-2841
　mw3kaku@c-ble.ne.jp
□HP  http://www.y-djc.com/

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

会場／楠こもれびの郷
          宇部市西万倉1662-1

宇部

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
うべの里アートフェスタ
まぐらDAY！

時間／10:00～16:00
■宮尾八幡宮「万倉天神祭」12：00～16：00■楠
こもれびの郷「秋の収穫祭」10：00～15：00■参
加料：無料
問い合わせ先／宇部市北部地域振興課
☎0836-67-2812
　chiiki@city.ube.yamaguchi.jp
□HP  http://ube-artfesta.jp/

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歳以上の子どもとその家族50人■応募要
件：〒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■申し込み方法：
メール・FAX・はがき・インターネットのいずれか。電話
は不可。■申し込み期限：11月11日（土）必着

会場／山口情報芸術センター（YCAM）
          山口市中園町7-7

山口

11月23日（木・祝）

山口市地方創生推進
カンファレンス

時間／14:00～17:00

産学官金労言が一堂に会し、若者や女性が山口な
らではの働き方や生き方を発見し、成長していくた
めの今後の取り組みや方向性を共有していくため
の講演会およびトークセッションを開催します。■
講演会：講師…濱松誠氏（「Ｏｎｅ ＪＡＰＡＮ」共同発
起人・代表）■トークセッション：「山口で人が育つ
『場』をつくる」■観覧料：無料■定員：200人■申
し込み方法：窓口・電話・FAXのいずれか。所定の申
込用紙あり。〒住所、氏名、所属、連絡先を伝える。
■申し込み期限：11月21日（火）
問い合わせ先／山口市創生推進課
☎083-934-2728　FAX083-934-2670

会場／古熊神社
          山口市古熊1-10-3

山口

11月23日（木・祝）

山口天神祭

時間／13:00～
古熊神社から御旅所まで、御神幸行列が練り歩き
ます。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。 ■料金：無料
問い合わせ先／古熊神社
☎083-922-0881

会場／美祢市民会館大ホール
          美祢市大嶺町東分326-1

美祢

11月23日（木・祝）

第8回入山アキ子
ふるさとチャリティコンサート

時間／14:00～（開場は13:30～）
美祢市ふるさと交流
大使である演歌歌
手の入山アキ子さ
んのチャリティーコ
ンサートが開催され
ます。また新曲もお
披露目されます。■
チケット料金：3,000
円（お土産付）全席
自由■座席：720席
■チケット販売所：
ショッピングセン
ターサイサイみと
う、サウンドショップAI、オカタケ商店、オルボ美容
室、美祢市民会館食堂、道の駅みとう、道の駅おふ
く、名曲堂〔宇部市〕、三好屋楽器店〔山口市〕
問い合わせ先／入山アキ子後援会事務局
☎04-2956-0448

会場／常栄寺雪舟庭
          山口市宮野下2001

山口

11月23日（木・祝）～25日（土）

雪舟庭紅葉ライトアップ

時間／18:00～21:00
雪舟庭の紅葉をライトアップします。■拝観料：中学
生以上300円、小学生以下無料
問い合わせ先／山口観光コンベンション協会
☎083-933-0088

会場／勤労青少年会館
          宇部市松山町1-12-1

宇部

11月23日（木・祝）～
平成30年1月5日（金）

光の街UBE
チャイルドドリーム

時間／点灯時間：17：30～21：30
　　　点灯式：23日（木・祝）18:00～
子どもたちとつくる光の世界。■参加料：無料
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問い合わせ先／宇部市広報・シティセールス課
☎0836-34-8155
　citysales@city.ube.yamaguchi.jp

会場／東岐波ふれあいセンター集合
          宇部市大字東岐波3829

宇部

11月25日（土）

てくてくまち歩き
宇部にもこんな美しい海岸線が！

時間／9:50～12:00
山口医療センターから波雁ヶ浜あたりの海岸線ビュース
ポットをご案内します。象が寝そべったような日の山を遠
目に見ながらリフレッシュしませんか？ ■持参品：タオル、
飲み物など■参加料：無料■定員：先着40人■申し込み
方法：電話またはFAX■申し込み期限：11月24日（金）
問い合わせ先／宇部市観光推進課
☎0836-34-8353　FAX0836-22-6083

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）
　　　1Fメインアリーナ
          防府市浜方174-1

防府

11月25日（土）

防府市ホストタウン推進事業
野口みずきさんランニング教室

時間／10:00～12:00
アテネオリンピック女子マラソン金メダリストの野口みず
きさんを講師に迎え、中学生以上の方を対象にランニン
グ教室を開催します。■参加料：無料■定員：先着120人
■申し込み方法：スポーツセンター体育館総合受付または
電話。申込書あり。■申し込み期限：11月19日（日）
問い合わせ先／防府市スポーツセンター体育館
☎0835-27-2000
□HP  http://hofu-spc.com/

会場／山口市立中央図書館
          山口市中園町7-7

山口

11月25日（土）

絵本作家いしかわこうじ
絵本ライブ

時間／10:30～11:30
「おめんです」や「どうぶついろいろかくれんぼ」な
どの作品で有名な絵本作家のいしかわこうじさん
を招いて、絵本ライブを開催します。小さなお子さ
んから大人までどなたでもご参加いただけます。■
参加料：無料■定員：先着100人程度
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/

会場／ときわ動物園
　　　パタスモンキー展示場前
          宇部市則貞3-4-1

宇部

11月25日（土）

突撃！ ときわのサルごはん
～パタスモンキーの
落ち葉プールでごはんを探せ！～

時間／13:00～13:20
パタスモンキーがエサを探す様子を観察しよう。大量の
落ち葉を敷き詰めた展示場内で、代表者はエサを隠す手
伝いが体験できます。■参加料：無料（動物園入園料要）
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541
　info@tokiwa-zoo.jp

会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

11月25日（土）

御神幸祭（裸坊祭）

時間／18:00～
日本三天神のひとつである防府天満宮の大祭です。
1,000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

会場／JR萩駅前ロータリー

萩

11月25日（土）～
平成30年1月5日（金）

市民提案型事業
「みんなの150年プロジェクト」
2017萩イルミネフェスタ

時間／17:30～23:00
　　　点灯式：25日17:30～
1925（大正14）年に建設
された貴重な洋館駅で登
録文化財に指定されてい
る「萩駅舎」周辺で、イル
ミネーションの点灯が行わ
れ、幻想的な姿をつくり出
します。 ■点灯式：椿西小
6年生により制作されたイ
ルミネーションの同時点
灯、椿西小3年生有志によ
るハンドベル演奏・合唱など■観覧料：無料
問い合わせ先／萩イルミネフェスタ実行委員会（藤本）
☎090-7128-9372
□HP  http://www.hagishi.com/search/
　detail.php?d=900043

会場／松陰神社立志殿
          萩市椿東1537

萩

11月26日（日）

市民提案型事業
「みんなの150年プロジェクト」
会津若松市会津藩校
日新館 館長講演会

時間／10:00～11:30
来年が戊辰戦争から150年の節目になることから、会
津藩が歩んだ歴史的な背景へ理解を深め、会津と長
州、今後の日本を考える一歩にする講演会を開催しま
す。講師の宗像精（むなかたただし）さんは、会津若松市
立中学校長、会津若松市教育長などを務めたのち、日
新館の館長に就任。人材育成を柱とした会津の教え、歴
史を全国に広める活動をされています。 ■聴講料：無料
問い合わせ先／長州と会津の友好を考える会（山本）
☎090-8715-6110

会場／ときわ公園
          宇部市大字沖宇部254

宇部

11月26日（日）

星☆町マルシェ

会場／旧吉部小学校集合
          宇部市大字東吉部3425-1

宇部

11月26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
大棚トンネル～大岩郷ウォーク

時間／10:00～12:00
■費用：500円（昼食付き）■定員：先着50人■申
し込み方法：電話・FAX・メールのいずれか
問い合わせ先／宇部市北部地域振興課
☎0836-67-2812　FAX0836-67-2158
　chiiki@city.ube.yamaguchi.jp
□HP  http://ube-artfesta.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

11月26日（日）

図書館フェスティバル

時間／9:15～16:00
楽しいイベント盛りだくさん。1年に1度のフェスティバルで
す。ぜひお越しください。■内容：9：15～10：00オープニング
セレモニー、10：00～12：00山口東京理科大学「おもしろ科
学大実験」、10：00～14：001日まるごとおはなし、13：30～ 
図書館マルシェ&ふろしき市、14：00～16：00市民ときめきコ
ンサート、食のコーナー ほか ※詳しくは、お問い合わせいた
だくか、チラシや山陽小野田市図書館HPをご覧ください。■
入場料：無料 ※体験料等が必要なコーナーもあります。
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/
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山陽
小野田

山陽
小野田

山陽
小野田

時間／10:00～16:00
中四国最大級のマルシェ！ 県内外から人気店舗が
大集結!! ■参加料：無料
問い合わせ先／宇部商工会議所青年部
☎0836-31-0251

会場／防府競輪場
          防府市国分寺町8-2

防府

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

問い合わせ先／防府市体育協会事務局
☎0835-23-4510

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

11月26日（日）

女性の日事業 講演会
「DV被害者への理解と
地域住民にできること」

時間／15:00～16:30
国では、毎年11月12日（日）から25日（土）（女性
に対する暴力徹底国際日）までを「女性に対する暴
力をなくす運動」（パープルリボン運動）の期間とし
ています。今年の「女性の日事業」は、この運動を
テーマに、女性に対する暴力根絶に向けた啓発活
動として講演会を実施します。■講師：小柴久子氏
（NPO法人山口女性サポートネットワーク運動）■
聴講料：無料■定員：先着150人
問い合わせ先／山陽小野田市市民生活課
☎0836-82-1137

会場／山陽小野田市中央図書館
　　　2F視聴覚室
          山陽小野田市栄町9-13

11月30日（木）

小野田医師会
健康ミニ講座

時間／14:00～15:00
■演題：「貧血のすべて」■講師：松本昇氏（伊藤医院
医師）■聴講料：無料■定員：先着80人※講座終了
後、希望者には保健師による健康相談を行います。
問い合わせ先／山陽小野田市健康増進課
☎0836-71-1814

会場／きらら交流館
          山陽小野田市焼野海岸

11月30日（木）

おせち料理教室

時間／14:00～17:00
■対象：20歳以上■受講料：2,000円■定員：先着12人■申
し込み方法：電話■申込受付開始日：11月5日（日）9：00～
問い合わせ先／きらら交流館
☎0836-88-0200
□HP  http://www.kirara-k.jp/

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

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

11月30日（木）、12月7日（木）、
14日（木）、21日（木）

山口大学公開講座
「芸術作品の〈食〉」

時間／13:30～15:00
様々な国や地域の〈食〉が表された芸術作品を一緒に
鑑賞いたしましょう。食べることは、①生存のために不
可欠な行為、②人間の関係性に関わる行為、③あらゆる
文化圏に共通の行為です。そのため、芸術作品におい
て〈食〉は、文化の多様性を示す格好の視点となってき
ました。多面的な特徴を帯びている〈食〉が、芸術作品
の中にどのように表されているかに着目しながら、様々
な文化圏の様々なジャンルの芸術作品を味わいましょ
う。講義は課題作品のディスカッション、講義、作品鑑賞
の補助線となりうる映画の視聴、以上3部構成で行う予
定です。■対象：どなたでも■受講料：4,800円■定員：
先着25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22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／山口市内各所

山口

12月1日（金）～31日（日）

12月、山口市は
クリスマス市になる。

「12月、山口市はクリスマス市になる。」を合言葉に
様々なイベントが開催されます。亀山公園ふれあい
広場をはじめ、一の坂川沿いや市中心商店街など、
市内各所でクリスマスをテーマにしたイルミネー
ションが灯ります。■料金：イベントにより異なる
問い合わせ先／日本のクリスマスは山口から実行委員会
☎083-925-2300（山口商工会議所内）
□HP  http://www.xmas-city.jp/

山陽
小野田

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

12月2日（土）

第1回”わくわく”
竹あかりin江汐

時間／15:00～19:00
　　　※小雨決行・荒天の場合は中止
■内容：15:00～ステージイベント、15：30～竹で
箸と器を作ってぜんざいを食べよう!（定員：先着
100人。参加料：一般200円、小学生以下無料）、
16:00～竹とうろうの絵付け（定員：先着50人）、
17:00～19:00竹とうろう・ナイトウォーク・もみじ
のライトアップ■申し込み方法：当日受付
問い合わせ先／江汐公園管理棟
☎／FAX0836-83-5378

会場／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

12月2日（土）

山口きずな音楽祭
vol.1宇部

時間／15:00～
豪華アーティストを迎えて、宇部の文化・歴史を
テーマに音楽祭を開催します。■料金：前売り一般
4,000円、中学生以下3,000円※財団友の会500
円引（当日各500円高）■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／山口きずな音楽祭プロジェクト
☎090-4809-9452 

会場／鋳銭司郷土館
          山口市鋳銭司1422

山口

12月2日（土）

鋳銭司郷土館歴史講座

時間／13:30～15:00
明治維新の先覚者「大村益次郎」に関する歴史講
座を開催します。講師は小山良昌氏（毛利博物館顧
問）で「洋学者 大村益次郎先生」と題しご講演いた
だきます。■受講料：無料■定員：先着30人■申し
込み方法：電話■申込受付開始日：11月17日（金）
問い合わせ先／鋳銭司郷土館
☎／ＦＡＸ083-986-2368
□HP  http://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/141/

会場／道の駅「ハピネスふくえ」
          萩市福井下4014-2

萩

12月2日（土）、3日（日）

シクラメンフェア

時間／9:00～15:00
福栄地域の冬の特産品シクラメンが多数販売され
ます。シクラメン、花苗の販売、全国配達受付、新鮮
野菜販売、各種出店など。■入場料：無料
問い合わせ先／道の駅「ハピネスふくえ」
☎0838-52-0356
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会場／防府市中心市街地一帯

防府

12月2日（土）～
平成30年1月8日（月）

冬の幸せますフェスタ
“光と音のページェント2017”

ルルサス防府及び周辺がイルミネーションで「幻想
的な光の街」になって現れます。■観覧料：無料
問い合わせ先／光と音のページェント実行委員会
☎0835-22-4352（防府商工会議所内）

会場／道の駅 潮彩市場防府
          防府市新築地町2-3

防府

12月3日（日）

防府市農林水産業まつり

時間／8：00～16：00
防府市の農林水産業の生産者が勢揃いして行われる
イベントです。生産者の顔が見えるとれたて野菜の新
鮮朝市や、活魚販売、花の展示販売、地元食材がいっ
ぱいのミルク鍋、うどん、もちつき実演、木工教室、も
ちまきなど■JA防府とくぢ本所からシャトルバスを
運行します。■会場近くに臨時駐車場もあります。
問い合わせ先／JA防府とくぢ本所組合員課
☎0835-23-6511

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

12月3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／きらら浜自然観察公園
          山口市阿知須509-53

山口

12月3日（日）

野鳥の教室に
参加しませんか

時間／10:00～12:00
公園内の野鳥観察による自然環境学習や自然素材
の工作教室を開催します。■参加料：保護者のみ、
きらら野鳥観察公園の入園料金200円■定員：先
着30人（小学生以上とその保護者）■申し込み方
法：はがきまたは電話で山口市環境政策課まで
問い合わせ先／山口市環境政策課
〒753-0214 山口市大内御堀196
☎083-941-2180

会場／山頭火生家跡
          防府市八王子

防府

12月3日（日）

山頭火生誕祭

時間／10:00～
「昭和の芭蕉」と呼ばれた漂泊の自由律俳人種田
山頭火の生誕を祝うお祭りです。■観覧料：無料
問い合わせ先／山頭火ふるさと会事務局
（防府市地域交流センター アスピラート内）
☎0835-26-5151

会場／その年の頭屋宅
          防府市大字台道

防府

12月3日（日）

笑い講

時間／11:00～（予定）
鎌倉時代に始まった祭で、その年の豊作を感謝し
翌年の豊穣を祈念するため農作物を奉納するとと
もに、3回の笑いを神様に献上するという全国的に
も珍しい神事です。■観覧料：無料
問い合わせ先／（一社）防府市観光協会
☎0835-25-2148　FAX0835-25-4537

会場／山口県立大学北キャンパス
　　　2号館Ｂ401教室
          山口市桜畠3-2-1

山口

12月4日（月）

写真で伝える世界の“今”

時間／13:00～14:25
新進気鋭のフォトジャーナリスト安田菜津紀氏が、エ
イズ孤児、路上生活するこどもたち、東日本大震災、
中東の紛争など、ファインダーを通して見た世界の
現状を伝えます。■入場料：無料■申し込み方法：平

問い合わせ先／山口県立大学地域共生センター
☎083-928-3495

山陽
小野田

会場／山陽小野田市民館
　　　2F第1・第2会議室
          山陽小野田市栄町9-25

12月7日（木）

歴史講演会
「幕末・維新期への想い
～旧長州藩における
「志士」の顕彰～

時間／13:30～15:00
明治維新後、幕末・維新期に活躍した人物に対して様々
な形で顕彰活動が起こりました。長州藩でも高杉晋作
や吉田松陰など多くの人物が顕彰され、現在まで語り
継がれています。維新後、人々は幕末・維新期の人物た
ちをどのように語り継いだのか、史料を通じて紹介しま
す。■聴講料：無料■定員：先着90人■申し込み方法：電
話（受付時間：9:00～17:00）■休館日：月曜日、祝日■
申し込み期間：11月21日（火）～12月3日（日）
問い合わせ先／山陽小野田市歴史民俗資料館
☎0836-83-5600

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

12月9日（土）、10日（日）

中原中也記念館「山羊の日」

時間／9:00～17:00
中原中也が1931（昭和9）年12月10日に念願の
第一詩集『山羊の歌』を刊行したことを記念して、
お祝いします。■特別展示：12月1日（金）～12月
10日（日）■「山羊をつれた中也くん」ポストカード
を来館者全員贈呈■まめほん『山羊の歌』を各日先
着10人に贈呈■入館料：一般320円、学生210円
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

12月9日（土）～
平成30年1月28日（日）

毛利博物館企画展「正月飾り」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
毛利家伝来の「正月飾り」ほか、正月にちなんで、
福を招く吉祥の意匠が描かれた絵画や工芸品な
ど、毛利家伝来のめでたい品々を展示します。■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名以上）■休館日：12月22日（金）～
31日（日）
問い合わせ先／毛利博物館
☎0835-22-0001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/

日に山口県立大学地域共生センターまで。氏名、連
絡先を伝える。■申し込み期限：11月27日（月）
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会場／山口情報芸術センター
　　　［YCAM］スタジオB
          山口市中園町7-7

山口

12月9日（土）～
平成30年3月11日（日）

大脇理智＋YCAM
新作インスタレーション展
The Other in You
―わたしの中の他者

時間／11:00～17:00
アーティストの大脇理智氏とYCAMによる新作イ
ンスタレーションを発表する展覧会です。大脇氏は
YCAMインターラボのメンバーとして、またアー
ティストとして、メディアテクノロジーによって生み
出される身体表現の新たな可能性を探ってきまし
た。今回の作品は、バーチャル・リアリティ（VR）技
術などのテクノロジーを通して、鑑賞者がダンサー
と同じステージにいるかのように、間近でダンスを
鑑賞できる映像インスタレーションです。■対象年
齢：13歳以上※13歳未満のお客様はモニターでご
覧いただけます。■入場料：無料■休館日：火曜日

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

山陽
小野田

会場／山陽小野田市役所集合・解散
          山陽小野田市日の出1-1-1

12月10日（日）

第9回さんようおのだ
ふるさとウォーキング

時間／9:00～11:00
2017（平成29）年度に山陽小野田ふるさと文化遺
産に登録された「高泊開作」ゆかりの地をガイドと歩
き、ふるさとの魅力を再発見します。■行程（約
4km）：山陽小野田市役所（集合）～汐止記念石（横土
手）～浜五挺唐樋（はまごちょうからひ）～勘場屋敷～
高泊神社～山陽小野田市役所（解散）■小雨決行■
参加料：200円　※観光協会会員とその家族は無料
■定員：先着30人■申し込み方法：山陽小野田観光
協会、山陽小野田市社会教育課、山陽総合事務所、
各支所に備え付けの申込書に記入し提出（FAXでも
可）※申込書は、観光協会HPからもダウンロードでき
ます。■申し込み期限：11月30日（木）
問い合わせ先／山陽小野田観光協会（山陽小野田市役所観光課内）
☎／FAX0836-82-1313
□HP  http://www.sanyoonoda-kanko.com

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

12月14日（木）

防府図書館利用者懇談会

時間／10:00～11:30
より身近でさらに利用しやすい図書館になるよう、
図書館に対する御意見をお話しいただく懇談会を開

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

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

12月15日（金）

サウンド・テクトニクス #20
AIDJ VS Guest DJ

時間／19:00～
国内外の最先端のサウンド・アート、音楽表現を紹介するラ
イブコンサートシリーズ「sound tectonics（サウンド・テ
クトニクス）」の、記念すべき第20回目です。今回は、プロ
グラマーでDJの徳井直生氏率いるQosmo（コズモ）によ
るDJイベントを開催します。■入場料：1,000円■申し込
み方法：電話・インターネット・財団チケットインフォメーショ
ン（山口情報芸術センター内）での直接購入のいずれか
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

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

山口

12月15日（金）～17日（日）

YCAMオープンラボ2017
HELLO,YCAM！

YCAMの作品制作や研究開発に携わるYCAMインターラ
ボのメンバーやゲストとのトークセッションのほか、ライブ
や展示、体験プログラムなどを通して、多岐にわたる
YCAMの取り組みの過去、現在、未来を描き出す3日間の
イベントです。YCAMがオリジナルワークショップのため
に開発した道具に触れたり、普段は入れないYCAMの裏
側に迫る探検ツアーなど、子どもから大人まで楽しめる多
彩なプログラムを体験いただけます。■トークセッションは
要申し込み■ライブ、「HELLO,PARTY！」は要申込・有料 
■入場料：無料（一部要申込・有料）■申し込み方法：イン
ターネット※要申し込みイベントのみ／ライブは別途記載
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

会場／防府市地域交流センター
　　　（アスピラート）
　　　1F市民スペース
          防府市戎町1-1-28

防府

12月15日（金）～24日（日）

アスピラートで
クリスマス！ 2017

毎年恒例のクリスマスイベント！ ニューイヤーコン
サート「防府音楽祭」のプレイベントとして、ゲストを
迎えてのクラシックステージや、ゴスペルライブ、防
府市で活動する作家による「冬」と「灯り」をテーマに
した作品展などを、アスピラートのイルミネーションと
併せてお楽しみください。■冬灯り展（12月15日～
24日）点灯時間17：00～22：00■幸せます×カメラ
女子部　写真展（12月15日～24日）9：00～17：00
■灯りの下でコンサート（12月16日）開演16：00■
防府プロジェクション2017（12月22日～24日）18：
00～20：00■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/

会場／ルルサス防府
　　　2F多目的ホール
          防府市栄町1-5-1

防府

12月16日（土）

お笑い講世界選手権大会

時間／13:00～（予定）
12月の第1日曜日に執り行われる、防府市大道小
俣地区の伝統行事である「笑い講」を広く一般に、
また世界に向けて発信しようと行われているのが、
この「お笑い講世界選手権大会」です。3人1チー
ムで、2チームが向かい合って笑いの対戦をしま
す。1人目は「感謝の笑い対戦」、2人目は「祈りの
笑い対戦」、3人目は「再出発の笑い対戦」を行い
ます。「品格」「迫力」「会場を幸せにする笑い」を
評価項目として審査員がジャッジします。当日は、
世界中の笑いが防府市に集まる素敵な1日になり
ます。■観覧料：無料■応募要件：チーム名、チーム
の特徴、代表者の住所、氏名、電話番号、参加者全
員の氏名■申し込み方法：はがき・FAX・メールのい
ずれか■申し込み期限：11月20日（月）
問い合わせ先／世界お笑い協会【（一社）防府市観光協会内】
〒747-0029 防府市松崎町11-19
☎0835-25-2148　FAX0835-25-4537
　hofu-kan@globe.ocn.ne.jp 
□HP  https://www.hofu-kan.or.jp

会場／美祢市民会館
          美祢市大嶺町東分326-1

美祢

12月16日（土）

平成29年度第1回
美祢市民大学講座

時間／14：00～15：30
テレビのコメンテーターとしておなじみの経済アナ
リスト、森永卓郎氏をお迎えして、『日本を元気にす
るライフスタイル』というテーマで講演会を開催し
ます。森永氏は経済以外にも金融や恋愛など、様々
な分野で論評を展開しています。これからの時代を
元気に生きていくための知恵が満載の講座です。 
■受講料：500円■定員：先着700人
問い合わせ先／美祢市教育委員会事務局
生涯学習スポーツ推進課
☎0837-52-5261　FAX 0837-52-2562
　shosupo@city.mine.lg.jp

催します。図書館サービスに関心のある方の参加を
募集します。■応募要件：住所・氏名（ふりがな）・電話
番号を明記■参加料：無料■定員：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
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会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

平成30年1月8日（月）まで

開館特別企画展
「山頭火の句　
名筆特選　
～百年目のふるさと～」

時間／10:00～18:00

時間／9:00～

防府市出身の自由律俳人、種田山頭火の人生を、彼
の直筆の作品群を通じて紹介します。「分け入っても
分け入っても青い山」「鉄鉢の中へも霰」など、有名
な句も展示しています。11月11日（土）、25日
（土）、12月16日（土）、平成30年1月6日（土）には
学芸員によるギャラリートークを行います。■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（介護者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/

山陽
小野田

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

12月22日（金）～24日（日）

山陽オート本場開催

時間／10:00～17:00
オートレースにおいて、一般的な普通開催を３日間
にわたって実施します。■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／防府市青少年科学館（ソラール）
          防府市寿町6-41

防府

12月23日（土・祝）、24日（日）

ソラールの
クリスマス2017

時間／9:30～17:00（入館は16：30まで）
クリスマスにちなんだ科学工作教室（１日３教室。2
教室は随時工作。1教室のみ参加費200円※当日
整理券を購入、定員25人×4回）や、サンタとトナカ
イのショー、アニメ上映会など、楽しみながら科学を
学べるソラールのクリスマス企画です。■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／防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール）
□HP  http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp

山陽
小野田

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

12月23日（土・祝）

第11回やまぐち
少年少女合唱祭
in山陽小野田

時間／14:00～
2007（平成19）年度から毎年開催している合唱の
祭典「やまぐち少年少女合唱祭in山陽小野田」を
今年も行います。子どもたちの美しい歌声が重なり
合い、素晴らしいハーモニーが生まれます。市内外
の様々な団体が参加し、最後には全団体での全体
合唱を披露します。ぜひお越しください。■入場券：
一般500円、高校生以下無料
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/

会場／阿東地域交流センター地福分館
          山口市阿東地福上1697

山口

12月23日（土・祝）～
平成30年1月9日（火）

第24回 クリスマスナイト
フェスティバル

時間／日没～翌朝、点灯式：23日14:00～
高さ20ｍを超える2本のもみの木に電飾した巨大
ツリーの下で、楽しいイベントを実施します。ツリー
点灯の瞬間は必見です。■入場料：無料
問い合わせ先／阿東地域交流センター地福分館
☎083-952-0301

会場／道の駅「萩しーまーと」
          萩市椿東4160-61

萩

12月27日（水）～31日（日）

萩・年末お魚市

毎年恒例の“萩・年末お魚市”。真鯛やブリ・アワビ・
フグなど年末年始用の生鮮魚介類の特売や、蒲鉾・
田作りや地物野菜などおせち料理用素材の特売な
ど。地元の方はもとより、遠方からもたくさんのお客
様が来館されます。■入場料：無料

問い合わせ先／道の駅「萩しーまーと」
☎0838-24-4937
□HP  http://seamart.axis.or.jp/contents/
　events/year-end/main.html

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

山口

平成30年1月21日（日）まで

中原中也生誕110年 企画展Ⅱ
「コミックのなかの中也」

時間／9:00～18:00（入館は17：30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/

会場／中原中也記念館、湯田温泉界隈
          山口市湯田温泉1-11-21

平成30年1月21日（日）まで

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

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ましょう。■参加料：無料（要入館料）
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 ほか

萩

平成30年2月18日（日）

萩・幕末維新検定

時間／10:00～
「萩・幕末維新検定」を受検してみませんか。明治維新
150年記念事業の一つとして2013（平成25）年から続
く検定も今年が最後の開催となります。今回は初級・中級・
上級の3コースとも幕末・維新を学びたい方ならどなたで
も挑戦できます。※初めての方も上級・師範コースを受検
できます。■検定料（税込）：初級・入門コース2,500円、
中級・門下生コース3,000円。上級・師範コース3,500円
■申し込み方法：萩市役所、萩博物館、各総合事務所備え
付けの申込用紙に記入し、郵送、FAX、メールで送付。ま
たは萩・幕末維新検定HPの専用フォームから申し込み。
■申し込み期限：平成30年1月19日（金）まで
問い合わせ先／萩市まちじゅう博物館推進課
☎0838-25-3290
□HP  http://machihaku.city.hagi.lg.jp/
　bakumatsuishin/index.html
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