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P i c k  U p

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。

なな  し  まち

P i c k  U p

2 0 1 8

June

P i c k  U p

P i c k  U p

美祢市

第21回
秋芳八代
蛍まつり

6月9日（土）

山陽小野田市
P i c k  U p山口県交響楽団演奏会

山響サマーコンサート

6月24日（日）

萩市

第15回萩の和船大競漕
～おしくらごう～

6月3日（日）

津和野町

ほたる祭り
6月9日（土）

山口市

第102回
日本陸上競技選手権大会

6月22日（金）～24日（日）

防府市

あじさいまつり
6月1日（金）～30日（土）宇部市
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しょうぶまつり
6月10日（日）
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会場／東大寺別院阿弥陀寺
          防府市牟礼1869

防府

6月1日（金）～30日（土）

あじさいまつり

時間／8:30～17:00
西のアジサイ寺として知られる東大寺別院阿弥陀
寺では、毎年6月にあじさいまつりが開催されま
す。緑豊かな境内には、約80種4,000株が植えら
れ、訪れた人を華やかな浄土の世界に誘い入れま
す。※あじさいまつり期間中は入山料が必要です。
（大人200円、中学生以下無料）
問い合わせ先／東大寺別院阿弥陀寺
☎0835-38-0839
□HP  https://visit-hofu.jp

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

6月1日（金）～8月5日（日）

発掘速報展2018

時間／9:00～17:00
山口市教育委員会では、2017（平成29）年度に約11件
の発掘調査を行いました。調査成果は今年度末に刊行す
る報告書に掲載しますが、より早く成果を知っていただく
ために、今回発掘速報展を開催します。本展では、調査
で明らかになった成果について写真やパネルを用いてわ

山陽
小野田

会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

7月1日（日）まで

企画展「山頭火と
定型俳句 ～初期の
創作活動を探る～」

時間／10:00～18:00
山頭火の句で現在人口に膾炙しているものは、1926（大正
15）年以降に作られたものですが、山頭火の創作活動は防
府にいた時代から始まっています。防府にいたころは、はじ
め「田螺公（でんらこう）」と名乗り、のちに「山頭火」と俳号
を改め、定型俳句を中心に詩や短歌などさまざまな文芸作品
を生み出していました。今回の企画展では、山頭火の初期の
創作活動を探り、のちの自由律俳句に至るまでの山頭火句の
変遷の一端を紹介します。■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
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/

会場／郷土館
          津和野町森村650

津和野

7月23日（月）まで

郷土館企画展
「平成29年度
新収蔵品展」

時間／9:00～17:00
郷土館では、昨年も町内外の皆様から多くの貴重
な郷土資料を寄贈していただいたほか、藩主亀井
家に関連する古文書類を購入しました。それらの郷
土資料を町民や観光客の皆様にご紹介するため、

問い合わせ先／津和野町郷土館
☎0856-72-0300

会場／おのだサンパーク
          山陽小野田市中川6-4-1

6月1日（金）～3日（日）

さんようおのだ
水道展2018

時間／10:00～18:00
市内の小学生を対象にした「さんようおのだ水道
展2018作品コンクール」に応募のあった図画・ポ
スター・習字などを展示しています。土・日曜には楽
しいイベントを開催します。「水」について楽しく学
びましょう。■作品展示、パネル展示、利き水（水道
水・水道局製造の森響水・市販のミネラルウォー
ターを飲み比べて水道水を当てる体験）■2日
（土）・3日（日）10:00～16:00には木工教室、水道
教室、水を浄化する実験■入場料：無料
問い合わせ先／山陽小野田市水道局
☎0836-83-4111

山陽
小野田

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

宇部

6月24日（日）まで

とびだす！
彫刻メッセージカード
をつくろう

時間／9:00～17:00
彫刻のイラストにぬり絵をして、開くと飛び出すメッ
セージカードをつくろう。■休館日：火曜
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7281

会場／山陽小野田市歴史民俗資料館
          山陽小野田市栄町9-21　
　　　厚狭地区複合施設
          山陽小野田市大字鴨庄94

6月24日（日）まで

歴史民俗資料館・
厚狭図書館共同企画展
「古写真の情報をください
2018」

時間／9:00～17:00
厚狭図書館が所蔵する古写真の情報提供を目的とした、来
館者参加型の企画展です。各会場で異なる写真各56点を
展示します。みなさんからの情報をお待ちしています。厚狭
地区複合施設では、6月8日（金）～24日（日）の期間展示し
ます。■入場料：無料■休館日：歴史民俗資料館は月曜
問い合わせ先／歴史民俗資料館
☎0836-83-5600
厚狭図書館
☎0836-72-0323
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.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

6月10日（日）まで

ソラール開館20周年記念
企画展「コロコロ探検ランド
～木のおもちゃで楽しく
コロコロしよう！～」

時間／9:30～17:00（入館は16：30まで）
木の玉がコロコロ転がる木のおもちゃを多数展示
します。グルグル回転しながら玉が落ちていく「コ
ロコロサイクロン」、レールを貼りつけて玉の転が
るコースを自分で作る「コロコロマグネット」など、
様々な種類の木のおもちゃで、力学を楽しく学びま
しょう。■観覧料：高校生以上500円、小中学生
200円、幼児無料※割引等適用対象：団体（20人
以上）、障がい者手帳をお持ちの方とその介護者、
防府市文化振興財団会員■休館日：月曜
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール）
□HP  http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp

会場／旧畑迫病院
          津和野町邑輝829-1

津和野

6月24日（日）まで

旧畑迫病院企画展
「つわ乃の蚕業革命
～衣から医へ～」

時間／9:00～16:30
かつて中国地方最大規模の「養蚕」がおこなわれ
ていた津和野町。安価な外国産により日本の養蚕
が衰退していく中で、長年培われてきた養蚕の技
術を活かして「津和野町式冬虫夏草」がつくられま
した。長い間、人類とともに生きてきたカイコの魅
力とは。そして津和野町とカイコの関係から、養蚕
の未来と可能性に迫ります。■入館料：一般200
円、中高生150円、小学生100円■休館日：月曜
（祝日の場合は翌日）
問い合わせ先／旧畑迫病院
☎0856-72-1854
□HP  http://tsuwano-bunka.net/ishokunomanabiya/

このたび郷土館新収蔵品展を行います。■入館料：
一般400円、中高生300円、小学生150円■休館
日：火曜日（祝日の場合は翌日）、展示替え・特別展
等のため臨時休館する場合あり
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会場／航空自衛隊防府北基地
          防府市田島無番地

防府

6月3日（日）

防府航空祭

時間／9:00～15:00
航空機の飛行・地上展示、ブルーインパルスの飛行展示、ファ
ンシードリル、ブルーインパルスジュニア、ランウェイウォー
ク、ミニ電車、模擬店など。■基地内には駐車場は設けており
ません。（二輪車除く）なるべく公共交通機関をご利用くださ
い。なお、臨時駐車場として「中関港第3岸壁臨時駐車場」を
設けています。※例年の「潮彩市場臨時駐車場」は使用でき
ません。■障がい者の方、または障がい者を同伴されて、お車
での来場を希望される方は、事前の申し込みが必要です（HP
をご確認ください）■予行でジェット機等が飛行します■天候
等によっては内容の変更があります。■入場料：無料
問い合わせ先／防府北基地
☎渉外室 0835-22-1950【内線216】
□HP  http://www.mod.go.jp/asdf/hofukita/

防府

6月3日（日）

（公財）防府市文化振興財団
設立20周年記念事業
歌舞伎鑑賞入門公演
「歌舞伎のすゝめ」

会場／萩市山田
          天神橋付近

萩

6月2日（土）

ホタルまつりinやまだ

時間／17:30～22:00
農村風景が広がる萩市山田地区で行われる恒例のホタル
まつり。夕闇の中、ひとつ、またひとつと明滅するホタルを
鑑賞できます。会場では、地元農産物の直売コーナーや生
ビール、焼き鳥などの屋台が出るほか、近隣の保存会によ
る神楽舞の競演などの催しがあります。■参加料：無料
問い合わせ先／ホタルまつりinやまだ実行委員会
☎090-1683-8468
□HP  http://www.hagishi.com/search/
　detail.php?d=900019

会場／ときわ公園
          宇部市大字沖宇部254

宇部

6月2日（土）～24日（日）

フラワースマホ
スタンプラリー

園内のさまざまな花のスポットを巡り、スマホでス
タンプを集めて賞品をゲットしよう！ ■休館日：火曜
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

山陽
小野田

会場／厚狭川河畔寝太郎公園「ゆめ広場」
          山陽小野田市石束

6月2日（土）

第18回寝太郎の里
「ほたる祭り」

時間／15:00～20:00※雨天中止
楽しいイベントのほか、会場脇を流れる石束川でホ
タルを観察できます。■内容：ステージイベント、青
空レストラン、ホタル鑑賞ほか■厚狭小学校と会場
を往復するシャトルバスが15:00頃～20:00過ぎ
まで運行しています。会場付近には駐車場がありま
せん。シャトルバスをご利用ください（運賃片道
100円、乳幼児は無料）■入場料：無料■雨天中止
問い合わせ先／山陽街づくり・人づくり連絡協議会
☎090-8997-4164（担当/矢田）

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

6月2日（土）～7月8日（日）

企画展「明治維新150年
記念企画 第1弾
毛利敬親の藩政改革」

時間／9:00～17:00
幕末に萩藩が中央政界に躍り出ることができたのは、
それに先立ち、毛利敬親の藩政改革が一定の成果を
収めていたからでした。これらを伝来の史料から紹介
します。■入館料：大人700円、小中学生350円。博物
館・庭園共通：大人1,000円、小中学生500円※団体
料金（20人以上）はそれぞれの料金の10％引き

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

会場／萩市玉江浦
          橋本川下流域河川敷

萩

6月3日（日）

第15回萩の和船大競漕
～おしくらごう～

時間／9:00～13:00
玉江浦地区に藩政時代から約300年にわたり受け
継がれている和船競漕「おしくらごう」や、公募参加
による中学校・一般の部の和船競漕を開催します。
問い合わせ先／萩市水産課
☎0838-25-4195 

山陽
小野田

問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001
　yrekimin@c-able.ne.jp
□HP  http://c-able.ne.jp/~yrekimin/

会場／航空自衛隊防府南基地
          防府市田島無番地

防府

6月2日（土）

航空自衛隊南基地
開庁記念行事

時間／8:00～15:30
課程学生約1,000人による観閲式・観閲行進、ブルーイ
ンパルスジュニア、装備品展示、西部航空音楽隊演奏、
体験試乗、ファンシードリル、臨時売店、参加型イベント
（ティーボール、自衛隊車両と綱引き等）※荒天時は、内
容が一部変更になります。基地南側に駐車場あります。
基地HPをご確認ください。■観覧料：無料
問い合わせ先／防府南基地
☎渉外室 0835-22-1950【内線413・414】
□HP  http://www.mod.go.jp/asdf/hofuminami/

会場／厚狭地区複合施設
          山陽小野田市大字鴨庄94

6月2日（土）

明治150年記念
歴史連続講座 
講演会「幕末の厚狭
毛利家 元治の内訌」

時間／13:00～15:00
下関市立歴史博物館学芸員の田中洋一さんを講師
に迎え、講演会を開催します。■入場料：無料■定
員：先着30人■申し込み方法：窓口または電話
問い合わせ先／厚狭図書館
☎0836-72-0323

かりやすく解説するとともに、写真や図ではイメージしづ
らい出土物を展示し、より身近に山口の古代の遺跡を感
じていただきます。■観覧料：100円※18歳以下・70歳
以上の方、障がいがある方および同行の介護者は無料
■休館日：月曜（7月16日開館、17日閉館）
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山陽
小野田

会場／旧畑迫小学校
          津和野町部栄375

津和野

6月9日（土）

ほたる祭り

時間／17:00～20:00
地域の人の余芸と屋台で盛り上がり、イベントが終
わった頃には、近くの川沿いで多くのホタルを見る
ことができます。■入場料：無料
問い合わせ先／畑迫公民館
☎0856-72-2119 

会場／多世代交流スペースしばふ広場
          宇部市中央町　

宇部

6月9日（土）

ガーデンフェスタ
「ラグジュアリー
ビアガーデン」

時間／17:00～21:00
DJの音楽と光の豪華な演出の中で、おいしいビー
ルと料理はいかがですか。
問い合わせ先／まちなかイベント実行委員会
☎0836-38-8825

会場／有帆運動広場・
　　　有帆ホタル川公園
          山陽小野田市有帆

6月9日（土）

第29回
有帆ホタルまつり

時間／17:40～
初夏の風物詩として親しまれている有帆ホタルま
つり。ステージイベント、ホタル観察、バザーなども
行われます。■入場料：無料■雨天決行
問い合わせ先／有帆公民館
☎0836-84-4090

会場／ときわ動物園
　　　コンゴウインコ展示場前
          宇部市則貞3-4-1

宇部

6月9日（土）

オウム・インコDAY

オウムとインコの違いや野生での現状などを、飼育員がガ
イドします。各回先着20人に缶バッジをプレゼント！ ※雨
天の場合は、翌日に延期■参加料：動物園入園料が必要
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541
　info@tokiwa-zoo.jp

会場／秋芳八代ぬくもりの里

美祢

6月9日（土）

第21回秋芳八代
蛍まつり

時間／15:00～21:00頃
■秋芳八代地域は美祢市北
部の厚東川の源流である桂
木山のふもとに位置し、河川
流域には多くの自然が残さ
れたところです。その川には
ゲンジボタルが大量に自然
発生し、毎年行われている蛍
まつりには多くの方が見物に
訪れています。■催し物:

問い合わせ先／秋芳八代ぬくもりの里
☎0837-64-0053
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~nukumo99/index.html

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

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

萩

6月5日（火）～7月16日（月）

山口県･山東省友好
協定締結35周年記念
山東のやきものを楽しむ

時間／9:00～17:00（入場は16：30まで）
　　　金曜日は9：00～19：00（入場は18：30まで）
山口県と山東省は、1982（昭和57）年の友好協定
の締結以来、様々な分野での交流を深め2017（平
成29）年で締結より35周年を迎えました。これを
記念して開催される。本展では、新石器時代の彩
陶、白陶、黒陶から近代作家の陶芸作品まで、山東
省ゆかりのやきもの約100点を紹介します。■観覧
料：一般1,000円（800円）、70歳以上の方・学生
800円（600円）18歳以下無料※（　）内は団体料
金■休館日：6月18日（月）、7月9日（月）
問い合わせ先／山口県立萩美術館・浦上記念館
☎0838-24-2400
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/
　exhibition/special/2018/07/030523.html

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

宇部

美祢

6月6日（水）、12日（火）、29日（金）、
7月6日（金）、26日（木）
大人の社会派ツアー
【人気コース】
「セメントの道
石灰石鉱山と
宇部興産専用道路」

時間／9:00～18:10

時間／①11：30～ ②14:00～

■ルート：秋芳洞⇒安富屋⇒宇部興産㈱伊佐セメント工場⇒宇部興産
専用道路⇒楠こもれびの郷⇒宇部興産専用道路⇒トレーラー整備場⇒
UBE-i-Plaza。全国から注目されるこのコース。美祢市で採掘される
「石灰石」が、宇部市で「セメント」になるまでをたどります。幅が
1.2kmもある、広大な石灰石鉱山や、全長約32kmの宇部興産専用道
路、全長30mのダブルストレーラーに圧倒されます。写真で見るだけで
は伝わらない、このスケールを是非!! ■旅行代金：お一人様6,900円
（入洞料含む）■定員：各開催日40人（最少催行人数30人）■申し込み
方法：HPまたは電話（出発日：6月6日（水）、7月6日（金）、宇部市交通
局：0836-31-2442）（出発日：6月12日（火）、29日（金）、7月26日
（木）、㈱船鉄観光旅行社おのだサンパーク店0836-83-3275）※募
集開始日および予約状況等についてはHPをご覧ください。※申し込み
の前にHP掲載の注意事項一覧をご確認ください。

会場／防府市公会堂
          防府市緑町1-9-1
時間／14:00～
歌舞伎の楽しさ、おもしろさを味わえる公演です。立
ち廻りを解説するワークショップもあり、歌舞伎の演
目のみならず伝統芸能の様式にも触れることができま
す。この機会にぜひ、日本の伝統芸能「歌舞伎」に触
れてみてください。■入場料：全席指定2,000円※財
団会員500円引 当日500円高※高校生以下無料（事
前に招待券の発券が必要）■申し込み方法：窓口また
は電話■プレイガイド:アスピラート、防府市公会堂、
山口情報芸術センター、周南市文化会館、ローソンチ
ケット、チケットぴあ
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5151（アスピラート）
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~aspi-111/

会場／森鷗外記念館
          津和野町町田イ238

津和野

6月3日（日）、17日（日）

オリジナルの
消しゴム印づくり

時間／10:00～11:30
森鷗外記念館では、現在開催中の企画展「鷗外の
愛用した印たち～鷗外印譜展」にちなみ、オリジナ
ルの印づくりのワークショップを開催します。素材
は消しゴムで、手頃に制作できるものになっていま
す（彫刻刀を使用しないものも用意していますの
で、お子さまもご参加いただけます）。本格的な印
鑑ではありませんが、様々な印鑑を愛用した鷗外に
想いを馳せながら、オリジナルの印をつくってみま
しょう。■参加費：300円■定員：各回10人■申し
込み方法：電話

問い合わせ先／森鷗外記念館
☎0856-72-3210
□HP  http://www.tsuwano.net/www/contents/
　1525242424067/index.html

15:00～ホタル写真展、各種バザー・17:00～もち
まき・17:30～昭和の歌謡ショー・20:00～八代ホタ
ルロード自由観察（懐中電灯持参）■雨天決行（荒
天時中止）■駐車場あり（台数に限りあり）■参加
料：無料
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山陽
小野田

会場／山陽小野田市保健センター
　　　（厚狭地区複合施設内）
          山陽小野田市大字鴨庄94

6月14日（木）

医師講演会

時間／13:30～14:30
あさひクリニックの大塚祥司先生を講師に迎え、
「生活習慣病について」の講演会を開催します。■
入場料：無料■定員：先着60人■申し込み方法：電話
問い合わせ先／山陽小野田市健康増進課
☎0836-71-1814

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

宇部

6月14日（木）

大人の社会派ツアー
【健脚コース】
「世界かんがい施設
遺産登録記念　
常盤湖かんがい施設と
ダム湖巡り」

時間／8:50～16:40
■ルート：常盤湖【世界かんがい施設遺産】⇒COCOLAND
⇒厚東川ダム⇒宇部丸山ダム⇒宇部かまぼこ。2016（平
28）年にときわ公園にある常盤湖が「世界かんがい施設遺
産」に県内で初めて登録されました。その歴史的価値のある
農業用水利施設と洪水被害軽減や工業用水、上水確保のた
めに造られたダムを巡りその用途と構造や歴史を学びます。
■旅行代金：お一人様7,000円■定員：23人（最少催行人数
15人）■申し込み方法：HPまたは電話（㈱船鉄観光旅行社
おのだサンパーク店0836-83-3275）※募集開始日および
予約状況等についてはHPをご覧ください。※申し込みの前
にHP掲載の注意事項一覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会　
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp　
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

会場／ときわ公園しょうぶ苑と
　　　周辺園路ほか
          宇部市大字沖宇部254

宇部

6月10日（日）

しょうぶまつり

時間／10:00～15:00

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

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

萩

6月10日（日）

山東のやきものを楽しむ　
関連イベント 記念講座
「悠久の山東陶磁」 

時間／13:30～15:00
講師　柿添康平氏（浦上記念館館学芸員）■聴講
料：無料■定員：当日先着84人
問い合わせ先／山口県立萩美術館・浦上記念館
☎0838-24-2400 
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/
　exhibition/special/2018/07/030523.html

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

美祢

6月13日（水）

大人の社会派ツアー
【体験コース】
「食・美祢（初夏）
カルスト台地の
恵みを食す！」

時間／9:00～16:15
■ルート：梨下村塾⇒大嶺酒造⇒日本名水百選別府弁天
池⇒弁天会館⇒秋吉ファームガーデン。秋吉台の麓に開
けた秋芳地区は、梨づくりに適した恵まれた土壌、気象
条件、そして何よりも生産者の梨づくりへの“こだわり”に
より、甘みと酸味のバランスの良い「秋芳梨」が生み出さ
れています。その秋芳梨の袋付け作業体験と今年4月に
オープンした新施設・大嶺酒造では水にこだわった酒造
蔵を見学します。■旅行代金：お一人様7,100円■定員：
23人（最少催行人数15人）■申し込み方法：HPまたは
電話（宇部市交通局：0836-31-2442）※募集開始日お
よび予約状況等についてはHPをご覧ください。※申し
込みの前にHP掲載の注意事項一覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

■お茶席10:00～、先着500人、1席300円■屋台
村10:00～■ハナショウブの苗販売10:00～、約
300株、1株500円（1人1株）■ハナショウブの栽培
相談所10:00～14:00■しょうぶ苑ガイドツアー①
11:30～②13:00～■琴とフルートの演奏会10:00
～14:00、場所：憩いの家■五十鈴古流晴美会いけ
ばな展～お花でつなぐ親子のふれあい～10:00～
17:00、場所：ときわミュージアム

会場／大光寺地区
          萩市大字吉部下

萩

6月9日（土）

大光寺ほたる祭り

時間／18:00～
大光寺地区の藤目谷川を中心にゲンジボタルの乱
舞が見られます。むつみ満月鍋、もちまき、焼鳥、く
じ引きなどが行われます。■鑑賞料：無料
問い合わせ先／大光寺ホタルの会（代表：金田）
☎08388-6-0656 

会場／木間地域活性化センター
          萩市大字山田636-1

萩

6月10日（日）

木間ふれあいまつり

時間／9:30～16:00
木間物産展、炊き込
みご飯、うどん、米の
すくいどり、軽トラッ
ク市（野菜販売）、神
楽舞披露13：00～、
もちまき14：00～　
※木間地域物産展
（木間豆腐、木間味
噌、寿司、野菜等の

問い合わせ先／企業組合木間加工センター
☎0838-27-0200 

会場／JR東萩駅
          萩市大字椿東2997

萩

6月10日（日）

「瑞風」運行開始
1周年記念イベント

時間／8:30～
昨年6月に運行を開始した、JR西日本の豪華寝台
列車「TWILIGHT　EXPRESS　瑞風」。運行開
始1周年を記念し、特別なおもてなしを実施しま
す。ぜひお越しいただき、おもてなしの心で「瑞風」
を歓迎しましょう。地元の子どもたちによる芸能披
露もあります。「瑞風」運行開始１周年を記念した
布製手旗をプレゼント（先着150人）します。■参加
料：無料
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139

会場／鈴野川小学校
          萩市大字鈴野川1982 周辺

萩

6月9日（土）

鈴野川ほたる祭り

時間／18:00～
手打ちそば、鮎の塩焼きなどの飲食コーナー、トロ
ンボーン演奏などが行われます。■入場料：無料
問い合わせ先／ほたるまつり実行委員会
☎090-3176-0834（代表：品川）

販売）は、6月2日（土）～10日（日）開催。■入場料：
無料

い　 す　 ず　 こ  りゅうせい  び　かい
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会場／エコプラザ・萩
          萩市大字椿東4703-49

萩

6月17日（日）

エコプラザ・萩 夏まつり

時間／9:30～14:00
会場には駐車場がありませんので、萩市役所から
の無料シャトルバスをご利用ください（往路9：00～
13：30、復路11：00～14：00、30分ごとに出発）。
再生品の販売や体験教室、フリーマーケット等の開
催、軽食コーナーなど。■参加料：無料
問い合わせ先／エコプラザ・萩
☎0838-24-5300

会場／琴崎八幡宮バス停集合
          宇部市琴崎町

宇部

6月17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。（約4km）■持参品：タオ
ル、飲み物など■定員：先着40人■申し込み方法：
電話またはFAX■申し込み期限：6月15日（金）
問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課]
☎0836-34-8353　FAX：0836-22-6083

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

6月16日（土）～24日（日）

植物と萩焼・日本画・
つばのコラボ展

萩焼と絵画、刀の鍔による、植物をモチーフにした
作品展。24日は16：00まで。■休館日：火曜
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎0836-37-2888

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

防府

6月16日（土）～7月1日（日）

特別展「未来の
科学の夢絵画展」

時間／9:30～17:00（入館は16：30まで）
次世代を担う子どもたちが、未来に「こんなのあっ
たらいいな」と思い描く科学への夢を自由に表現し
た絵画を展示します。「第４０回未来の科学の夢絵

問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール）
□HP  http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp

会場／山口県立萩美術館・浦上記念館　
　　　本館講座室･本館2階展示室
          萩市大字平安古町586-1

萩

6月16日（土）、7月7日（土）

山東のやきものを楽しむ　
関連イベント
タッチ＆トーク

時間／①10:00～11:00②14:00～15:00
担当学芸員による作品解説＆本展に関する作品（館
蔵品。出品作品ではありません）を直接触れてご鑑
賞いただけます。■参加料：2,000円（展覧会もご
覧いただけます）■定員：各回先着10人■申し込み
方法：参加希望者全員の氏名・年齢、代表者の住所
と日中に連絡が取れる電話番号、参加回（①または
②）を「タッチ＆トーク」係まで電話で知らせる。
問い合わせ先／山口県立萩美術館・浦上記念館
☎0838-24-2400
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/
　exhibition/special/2018/07/030523.html

宇部

6月16日（土）、17日（日）

音楽の祭日2018 
in 宇部“A plus!”

時間／16日（土）14：00～
       宝林寺本堂
　　　宇部市小野8043
　　　17日（日）13：30～
       渡辺翁記念会館
　　　宇部市朝日町8-1
　　　17日（日）14：00～
       JAZZ SPOT BOB
　　　宇部市中央町2-12-31

夏至の日付近に世界各国で行われる、ジャンルや
プロ・アマを問わないライブコンサート。出演者の詳
細は、宇部市文化創造財団ＨＰをご覧ください。
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355
　info@ube-bunzai.jp
□HP  http://ube-bunzai.jp/

会場／道の駅「萩・さんさん三見」
　　　（山陰道明石パーキングエリア）

萩

6月16日（土）、17日（日）

道の駅
「萩・さんさん三見」
三見びわ収穫祭

時間／10:00～15:00
びわの販売（直送、試食も可）、甘夏・たまねぎなど
地元の新鮮野菜・海産物の販売、屋台出店など。萩
商工高校の生徒さんが企画・運営する道の駅と協
働イベント「日本一精度の高いびわの種飛ばし大
会（16日（土）のみ）」も行われます。
問い合わせ先／道の駅「萩・さんさん三見」
☎0838-27-0041

会場／松陰神社　
　　　松下村塾および立志殿 ほか

萩

6月15日（金）～17日（日）

リーダーシップ
セミナー in萩

2018年は明治維新150年の記念の年です。久野塾と萩
市では、「明治維新150年記念事業」として共催でリー
ダーシップセミナーを開催します。松下村塾内での上田名
誉宮司による講話、久野塾アドバイザーによるリーダー
シップ研修など、自身の「志」を更に高めませんか。6月15
日：前夜祭（希望者のみ）18：00～、6月16日：12：00～15：
00（松陰神社上田名誉宮司の講話拝聴）、16：00～18：
00（ワークショップ①）、6月16日：交流会（希望者のみ）
19：00～21：00、6月17日：9：00～12：00（ワークショップ
②）、6月17日：座禅会（希望者のみ）午後■参加料：5,000
円（交流会に参加される方は別途4,000円。前夜祭は実
費）■定員：40人■応募要件：申込の際に、氏名・電話番
号、メールアドレスをお伝えください。■申し込み方法：電
話・FAX・メールのいずれか■申し込み期限：先着40人
問い合わせ先／萩・明治維新150年記念事業実行委員会
（萩市企画政策課内）
☎0838-25-3102　FAX：0838-26-3803
　kikaku@city.hagi.lg.jp
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/site/meijiishin150/

会場／ときわ動物園アルパカ展示場前
          宇部市則貞3-4-1

宇部

6月16日（土）

アルパカの毛がり

時間／13:00～ ※雨天の場合は、翌日に延期
飼育員によるアルパカの毛がりの様子を公開しま
す。先着20人にアルパカの毛をプレゼント！ ■参加
料：動物園入園料が必要
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541
　info@tokiwa-zoo.jp

画展」の全入賞作品を全国巡回展として展示しま
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、防
府市文化振興財団会員■休館日：月曜

時間／9：00～17：00
つば
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会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

6月20日（水）

ハーブ公開講座
「足浴・手浴・
フェイシャルスティームで
ビューティーハーブを
楽しみましょう」

時間／①10：00～12：00 ②13：30～15：30
いろいろなハーブを組み合わせて楽しみます。■持
参品：タオル、筆記用具■参加料：1,000円■定員：
各先着10人■申し込み方法：電話・FAX・はがきの
いずれか■申し込み期間：6月7日（木）～18日（月）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
〒755-0025 宇部市野中3-4-29
☎0836-37-2888　FAX：0836-37-2889

会場／カルスター
　　　（Mine秋吉台ジオパークセンター）
          美祢市秋芳町秋吉1237-862

美祢

6月22日（金）

ジオカフェ

時間／18:30～20:30
隠岐ユネスコ世界ジオパークからゲストを招き、隠
岐の魅力やジオパークについての本音を語ってい
ただきます。ぜひこの機会に「世界」について語り
合いましょう。■参加料：無料■申し込み方法：電話
■申し込み期限：6月21日（木）
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

山陽
小野田

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

宇部

6月18日（月）

大人の社会派ツアー
【健脚コース】
「渡邊祐策と沖ノ山炭鉱
松巌園と
石炭産業の発展」

時間／9:10～17:50
■ルート：石炭記念館⇒渡辺翁記念会館⇒瀬戸内料理
おおしま⇒松巌園（渡邊家）⇒創作洋菓子のロイヤル
⇒牛岩神社⇒宇部興産機械㈱屋上⇒西沖石灰石セン
ター・トレーラー基地。宇部市発展の基礎を築いた渡邊
祐策翁ゆかりの地を訪ねます。翁が住んだ松巌園や遺
徳を記念して、翁の関係した7事業各社の寄付を得て
造られた国の重要文化財「渡辺翁記念会館」、沖ノ山
炭鉱の守護神で、従業員の寄付などで建立された「牛
岩神社」などを巡ります。■旅行代金：お一人様6,700
円■定員：23人（最少催行人数15人）■申し込み方
法：ＨＰまたは電話（㈱船鉄観光旅行社おのだサンパー
ク店0836-83-3275）※募集開始日および予約状況
等についてはＨＰをご覧ください。※申し込みの前にＨ
Ｐ掲載の注意事項一覧をご確認ください。

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

会場／山陽小野田市中央図書館
          山陽小野田市栄町9-13

6月17日（日）、7月15日（日）、
9月2日（日）

中央図書館・
放送大学連携
公開講座「哲学カフェ」

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

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）

6月18日（月）～20日（水）

創業110年！
サイクリング・サロン・
ヒロシゲ
～宇部店オープン記念～

時間／10:00～17:00
普通開催レースが、3日間にわたって開催されま
す。開催中は、各種イベントをご用意していますの
で、是非皆様お誘い合わせの上、お越しください！
■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/

山陽
小野田

会場／江汐公園管理棟・あじさい園
          山陽小野田市大字高畑字西山根401-1

6月17日（日）

第22回あじさいまつり

時間／10:00～15:00
約4,000本のあじさいが園内を彩ります。■内容：ステージイ
ベント、野鳥観察（管理棟前集合8:00）、散策ツアー（管理棟
前集合10:30）、あじさいの苗木販売、あじさいの鉢植え展
示6月13日（水）～6月20日（水）■入場料：無料■雨天決行
問い合わせ先／江汐公園管理棟
☎0836-83-5378

会場／防府天満宮 春風楼付近
          防府市松崎町14-1

防府

6月17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。～６月の内容～◎かたつむり時計 ◎
ペットボトルボウリング ◎やまたんシアター ◎コマ
回し ◎ストラックアウト■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／秋吉公民館２階会議室
          美祢市秋芳町秋吉5353-1

美祢

6月17日（日）

維新150年記念講演会
「明治維新とは
なんだったのか」

時間／10:30～
維新150年を控え、維新研究の第一人者が維新を
熱く語ります。一般公開です。市内外より多くの皆
さんの参加をお待ちしています。■参加料：無料
問い合わせ先／秋吉公民館
☎0837-62-1924

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

6月17日（日）

秋吉台エコツアー　
柿の葉茶と苔玉作り

時間／10:00（9:30受付開始）～15:00
■ビタミンＣがいっぱいの柿の葉茶を作ります。■
午後は箱庭のミニ宇宙「苔玉」を作ります。■参加
料：3,000円（昼食代・飲み物代・保険料・材料代を含
む）■定員：20人（最少催行人員10人）■申し込み
方法：電話またはHP■申し込み期限：6月12日（火）
問い合わせ先／秋吉台地域エコツーリズム協会
☎0837-63-0056
　mine-geo@city.mine.lg.jp
□HP  http://www.akiyoshidai-ecotour.org/home
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会場／萩往還おもてなし茶屋 周辺
          萩市大字佐々並2524-1

萩

6月23日（土）

萩往還に竹灯籠点灯

時間／20:00～21:30
萩往還の宿場町であった佐々並市に竹灯籠を灯し
ます。佐々並市伝統的建造物群保存地区の夜をお
楽しみください。同時開催「佐々並ホタルツアー」

問い合わせ先／萩往還おもてなし茶屋（水曜休）
☎0838-56-0033

会場／秋吉台家族旅行村総合管理棟前
　　　ローンゲーム広場
          美祢市秋芳町秋吉1237-553

美祢

6月23日（土）、24日（日）

ますのつかみ取り
ミニイベント

時間／10:00、10:30スタート
3歳から小学生までのお子さんがマスのつかみ取り
を体験できます。各日10：00スタートの部、10：30
スタートの部の２回開催します。取ったマスをバー
べキュー施設（有料）で焼いて食べることもできま
す（希望の方は予約が必要です）。※取ったマスを
お持ち帰りされる場合は各自容器を準備してくださ
い。■参加料：１人500円（マス２匹まで）■定員：各
回15人■申し込み方法：電話■応募要件：マスのつ
かみ取り参加者は3歳から小学生まで■申し込み
期限：6月18日（月）
問い合わせ先／秋吉台家族旅行村
☎0837-62-1110
□HP  http://a-kazoku.com/

会場／ときわ動物園入口
          宇部市則貞3-4-1

宇部

6月23日（土）、24日（日）、
30日（土）、7月1日（日）

入園者にアルパカの
毛プレゼント

時間／9:30～
各日先着20組にアルパカの毛をプレゼントします。
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541
　info@tokiwa-zoo.jp

19：00～（小雨決行）旭活性化センター集合　マイ
クロバス等で佐々並地区のホタルのいる場所へご
案内料金700円（萩往還維新弁当代、保険料を含
む）■定員：40名■申し込み方法：住所・氏名・連絡
先を電話で知らせる

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

防府

6月23日（土）
平成30年度
防府市文化協会
創立20周年記念祭

時間／13:00～16:30
明治維新150年記念事業　語り芝居「髙杉晋作と
望東尼、そして幕末・維新の防府」ほか■入場料：無
料■定員：600人
問い合わせ先／防府市文化協会
☎0835-26-6841

会場／わいわいぱぁ～く、
　　　にぎわい宇部交流スペース、
　　　銀天街アーケード
          宇部市中央町

宇部

6月23日（土）

まちなかエコ市場

時間／10:00～15:00
まちなかエコ教室、軽トラ市、子育てグッズリユー
ス広場、おもちゃ病院、ステージイベントなど
問い合わせ先／銀天エコプラザ
☎0836-39-8110

会場／JR琴芝駅前集合
          宇部市琴芝町2

宇部

6月23日（土）

てくてくまち歩き
JRふれあいウオーク
「宇部のア－トとランチで
お腹一杯になっちゃおう！」

時間／10:10～15:10
川崎美術館でのアート散策とレストランでのランチ
（約5.5km）■持参品：タオル、飲み物など ■ 参 加
料：2,000円程度（入館料と昼食代）■定員：先着
40人■申し込み方法：電話またはFAX■申し込み
期限：6月22日（金）
問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8353　FAX0836-22-6083

会場／ときわ動物園入口集合
          宇部市則貞3-4-1

宇部

6月23日（土）

突撃！ ときわのサルごはん

時間／13:00～
糖尿病のため、食事で治療をしているリスザルに
ついてのお話■休館日：火曜■定員：先着10人■申
し込み方法：電話
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／山口県立萩美術館・浦上記念館
　　　エントランスロビー
          萩市大字平安古町586-1

萩

6月23日（土）

山東のやきものを楽しむ
関連イベント
二胡コンサート

時間／14:00～
王丹（王丹二胡アカデミー主宰）ほか■入場料：無
料■定員：約100人 
問い合わせ先／山口県立萩美術館・浦上記念館
☎0838-24-2400
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/
　exhibition/special/2018/07/030523.html

会場／維新みらいふスタジアム
　　　（維新百年記念公園陸上競技場）
          山口市維新公園4-1-1

山口

6月22日（金）～24日（日）

第102回
日本陸上競技
選手権大会

第102回日本陸上競技選手権大会が今年は山口
県山口市の維新みらいふスタジアム（維新百年記
念公園陸上競技場）で開催されます。本大会は国
内のトラック＆フィールド競技の頂点を決める陸上
界では最も大きな大会で、8月にジャカルタで行わ
れる「ジャカルタ2018アジア競技大会」の代表
選考競技会も兼ねており、男子100m競走では、
桐生祥秀選手やサニブラウン・アブデル・ハキーム
選手などが出場予定です。■競技時間（予定）22
日は13:30～19:30、23日は11:00～20:30、
24日は11:00～18:00■チケット料金について
は 、日 本 陸 上 競 技 連 盟 公 式 H P
（http://www.jaaf.or.jp/）をご覧ください。■
定員：前売券で完売の場合は、当日券の販売なし
■チケット販売所：ローソンチケット、チケットぴ
あ、イープラス、CNプレイガイド
問い合わせ先／第102回日本陸上競技選手権大会
大会運営本部（6月24日（日）まで）
☎03-5974-1192（土曜、日曜、祝日を除く10:00～18:00）
□HP  http://www.jaaf.or.jp/
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会場／山口県立萩美術館・浦上記念館
　　　陶芸館多目的室
          萩市大字平安古町586-1

萩

6月24日（日）、7月8日（日）

山東のやきものを楽しむ
関連イベント
中国茶と楽しく触れ合う

時間／14:00～15:30
お茶の煎れ方を体験しながら、本場の中国茶3種類
をお楽しみいただけます。■講師：武谷哲宏氏（武
谷清風堂）■参加料：1,000円■定員：各回先着20
人（小学生以上対象、小学生は保護者同伴）■申し
込み方法：参加希望者全員の氏名・年齢、代表者の
住所と日中に連絡が取れる電話番号、参加回（①ま
たは②）を「中国茶教室」係まで電話で知らせる。
問い合わせ先／山口県立萩美術館・浦上記念館
☎0838-24-2400
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/
　exhibition/special/2018/07/030523.html

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

6月28日（木）

パンを
焼いてみよう！

時間／10:00～14:00
第一次発酵からパンを作ります。■持参品：エプロ
ン、三角巾、筆記用具、持帰り用袋■参加料：1,300
円■定員：先着20人■申し込み方法：電話・ＦＡＸ・
メールのいずれか■申し込み期限：6月25日（月）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@gmail.com

会場／きらら交流館
          山陽小野田市焼野海岸

6月28日（木）

初夏の
懐石料理教室

時間／14:00～17:00
春駒亭店主の真鍋正彦さんを講師に迎え、懐石料
理教室を開催します。■受講料：2,000円（材料費
含む）■定員：先着12人■申し込み方法：電話
問い合わせ先／きらら交流館
☎0836-88-0200
□HP  http://www.kirara-k.jp/

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

6月29日（金）～7月29日（日）

企画展「発掘された
山口巡回展」

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

山陽
小野田

山陽
小野田

会場／厚東川河口の中川ポンプ場付近
          宇部市妻崎開作

宇部

6月24日（日）

ヒヌマイトトンボ自然観察会

時間／10:00～12:00
希少種であるヒヌマイトトンボや同じ地域に生息す
る昆虫類の観察会を行います。■持参品：タオル、
帽子、飲み物、長靴、双眼鏡（可能な人）■参加料：
無料■申し込み方法：電話またはメール

問い合わせ先／宇部自然保護協会事務局
☎090-7137-4955
　tmfuku1927@yahoo.co.jp

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

6月24日（日）

発掘速報展2018
ギャラリートーク

時間／13:30～14:30
同館学芸員が発掘速報展2018の展示品について解説し
ます。■観覧料：100円※18歳以下・70歳以上の方、障が
いがある方および同行の介護者は無料■休館日：月曜
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001
　yrekimin@c-able.ne.jp 
□HP  http://c-able.ne.jp/~yrekimin/

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

6月24日（日）

山口県交響楽団演奏会
山響サマーコンサート

時間／開演14:00～（開場13：30）
バレエやオペラ、劇団との共演など多彩な演奏活動を
行っている山口県交響楽団によるコンサートです。指揮
の吉浦勝喜、ソリストには九州交響楽団ホルン奏者の木
村睦美を迎え演奏します。県交響楽団メンバーによる
オーケストラ体験や公演中にステージ上で楽器の演奏が
できるコーナーもあります。■入場券：1,000円（全席自
由、高校生以下は無料）■チケット販売所：不二輸送機
ホール、山陽小野田市民館仮設事務所、イトオ楽器店、
おのだサンパーク■オーケストラの楽器体験/13:00～
13:30 小ホール（入場無料）
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/
　site/bunka-kaikan/

山陽
小野田

会場／第1回目：美東センター
          美祢市美東町大田6170-1

第2回目：美祢市民会館
美祢市大嶺町東分326-1
第3回目：秋吉公民館
美祢市秋芳町秋吉5353-1

美祢

6月23日（土）、
7月7日（土）、21日（土）

平成30年度美祢市
サテライトカレッジ

時間／10:00～11:30
健康長寿を生み出す秘訣について3回の講座を通
じてお伝えします。■第1回目「自分流すこやかラ
イフを見つけよう」山口県立大学 栄養学科 教授 
乃木章子氏■第2回目「健やかなこころでイキイ
キ暮らす」山口県立大学 社会福祉学科 准教授 髙
木健志氏■第3回目「イキイキ☆ワクワクフットケ
アしよう！」山口県立大学 看護学科 教授 張替直美
氏■受講料：1,000円（1回のみの受講の場合500
円）■定員：先着50人■申し込み方法：住所・氏名・
電話番号を電話・FAX・はがき・メールのいずれかで
知らせる。■申し込み期限：6月15日（金）
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　FAX0837-52-2562
　shosupo@city.mine.lg.jp

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

6月23日（土）～9月2日（日）

特別展「深海魚大行進」

時間／9:00～17:00（入館は16：30まで）
萩博物館と東京海洋大学の深海魚の標本約300
種・約3,000点を一挙公開する、国内有数の深海
魚展です。■入館料：大人510円、高校・大学生
310円、小・中学生100円 ※割引等適用対象：団体
（20人以上）、障がい者手帳等をお持ちの方
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htm
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会場／防府市立防府図書館
          防府市栄町1-5-1 ルルサス防府3F

防府

7月1日（日）～8月31日（金）

防府図書館
マナーアップキャンペーン
グッドマナーチャレンジ

防府図書館では、利用者が多くなる夏休み期間中にあわせ
て、マナーアップキャンペーンを実施します。このキャン
ペーン中、幼児から小学生までを対象とした「グッドマナー

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

萩

7月1日（日）

第16回
萩の瀬つきあじ祭り

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

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

7月1日（日）

ハーブ公開講座
「ラベンダーで
クラフトづくりと交流を
楽しみましょう」

時間／10:00～15:30
ラベンダースティック、ラベンダーバスケット、ラベン
ダーサシェづくりの体験とハーブ仲間との交流を楽
しみます。■参加料：200～300円■定員：先着30人
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎0836-37-2888

会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

7月1日（日）～7日（土）

七夕まつり

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

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

萩

6月30日（土）

山東のやきものを
楽しむ
関連イベント
手びねり作陶体験

時間／①10:00～11:30 ②13:30～15:00
手で粘土を造形して、自由な発想の作陶が体験で
きます。　講師渋谷英一（陶芸家）■参加料：1,000
円■定員：各回先着16人（小学生以上対象、小学
生は保護者同伴）■申し込み方法：参加希望者全員
の氏名・年齢、代表者の住所と日中に連絡が取れる
電話番号、参加回（①または②）を「作陶体験」係ま
で電話で知らせる。
問い合わせ先／山口県立萩美術館・浦上記念館
☎0838-24-2400
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/
　exhibition/special/2018/07/030523.html

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

7月1日（日）

大人の
整理作業体験

時間／9:00～11:00
文化財保護課職員が発掘調査の出土品の整理方
法を解説した後、実際に土器の接合・復元などを体
験します。 ■参加料：無料■定員：10人■申し込み
方法：住所、氏名、電話番号を電話またはメールで
知らせる。■応募要件：19歳以上

問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001
　yrekimin@c-able.ne.jp 
□HP  http://c-able.ne.jp/~yrekimin/

会場／畑迫公民館
          津和野町部栄346-1

津和野

7月1日（日）

あじさいウォーク

時間／9:00～12:00
4kmコースと8kmコースに分かれ、4,000株を超
えるあじさいの花を眺めながら歩き、健康増進を図
ります。■参加費：無料■申し込み方法：電話
問い合わせ先／畑迫公民館
☎0856-72-2119

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

7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。■入場料：無料
問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055

会場／山陽小野田市中央図書館
          山陽小野田市栄町9-13

6月29日（金）

企画展
「発掘された
山口巡回展」
記念講演会・
ギャラリートーク

時間／13:30～15:00
山口県埋蔵文化財センターの岡田裕之さんを講師
に迎え、記念講演会を開催します。講演会終了後、
山陽小野田市歴史民俗資料館にてギャラリートー
クを開催します。■入場料：無料■定員：先着80人
■申し込み方法：電話（受付時間9:00～17:00）■
申し込み期間：6月21日（木）～28日（木）※歴史民
俗資料館は、幕末維新回廊をめぐる「山口めぐりっ
とカード」対応施設です。
問い合わせ先／歴史民俗資料館
☎0836-83-5600
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/rekimin/

山陽
小野田

ゆ　 にわ
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会場／山陽小野田市役所集合 ほか
          山陽小野田市日の出1-1-1

7月11日（水）

大人の社会派ツアー
【健脚コース】
「窯のまち小野田
知られざる
『窯のまち小野田』と
現代ガラス展鑑賞」

時間／9:00～15:30
■ルート：旦の登り窯、松井製陶所⇒日産化学㈱小野田
工場⇒敦煌⇒現代ガラス展⇒三つ舎（みつや）かつて全
国の陶瓶製造数量の7割を占め、製陶のまちとして栄え
た歴史が残る“小野田”。その繁栄を今に伝え、市内に唯
一残る登り窯と現在一社だけが操業を続ける製陶所を
訪ねるとともに、日本化学遺産に認定された塩酸吸収塔
を見学し、“窯のまち小野田”の歴史を探ります。そして、3
年に1回開催される「現代ガラス展」を鑑賞し、窯業のひ
とつであるガラス文化に触れていただきます。■旅行代
金：お一人様6,200円（入場料含む）■定員：23人（最少
催行人数15人）■申し込み方法：ＨＰまたは電話（㈱船鉄
観光旅行社おのだサンパーク店：☎0836-83-3275）※
募集開始日および予約状況等についてはＨＰをご覧くだ
さい。※申し込みの前にＨＰ掲載の注意事項一覧をご確
認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

山陽
小野田

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

7月13日（金）

大人の社会派ツアー
「公営競技とともに歩むまち
ゴルフ場と山陽オートの
バックヤードの見学」

時間／10:00～16:40
■ルート：朝陽カントリークラブ⇒山陽オートレース場
バックヤード⇒トロアメゾン。山陽小野田市は市内にゴル
フ場が6箇所あります。今回このツアーで初めてゴルフ
場が登場。ゴルフ場でのカート乗車やパターの練習、大
型芝刈り機の見学など、ゴルフ初心者の方には必見の見
学コースです。また全国に5場しかない公営オートレース
場、山陽オートレース場の裏側を現役選手の案内で見学
し、普段は立ち入ることができない場所から迫力ある
レースを観戦します。■旅行代金：お一人様5,900円■
定員：23人（最少催行人数15人）■申し込み方法：ＨＰま
たは電話（㈱船鉄観光旅行社おのだサンパーク店
0836-83-3275） ※募集開始日および予約状況等につ
いてはＨＰをご覧ください。※申し込みの前にＨＰ掲載の
注意事項一覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

山陽
小野田

会場／防府市地域交流センター
　　　（アスピラート2F展示ホール）
          防府市戎町1-1-28

防府

7月7日（土）～8月5日（日）

アスピラート開館
20周年記念
マイメロディ♡・
キキ＆ララ☆展

時間／10:00～17:00（入場は16：30まで）
1975（昭和50）年に誕生したサンリオのキャラク
ター「リトルツインスターズ」（キキ＆ララ）。二人は
遠い星の国から地球へやってきた姉弟。甘えん坊
の弟キキは背中に大きな星が、優しいお姉さんのラ
ラは星のステッキがそれぞれのトレードマーク。40
年の時を越えて二人はいつも仲良しで、見るもの
全てを優しい気持ちにしてくれます。赤いずきんが
トレードマークの「マイメロディ」。偶然にもキキ＆ラ
ラと同じ年に、同じデザイナーの手により誕生しま
した。今では世界的に人気のある「ハローキティ」
と並ぶキャラクターとして多くのファンから愛され
続けています。本展では、初代担当デザイナーによ
る、キャラクター誕生当時のラフスケッチやデザイ
ン画など約150点や、貴重なグッズなどを展示。マ
イメロディとキキ＆ララの魅力をたっぷり紹介しま
す！ ■入場料：一般650円（600円）、中高生400
円（300円）※（ ）内は前売・20人以上の団体料
金。※小学生以下無料。※障害者手帳等をお持ち
の方ならびに特別支援学校に在学中の方と、その
付添いの方は1人まで無料（要証明）。※財団会員
100円引（1個人会員につき1人・法人会員は2人、
1回のみ）。■休館日：火曜■前売券販売所：アスピ
ラート（7月6日（金）まで）、防府市公会堂、山口情
報芸術センター、周南市文化会館、ローソンチケッ
ト（Lコード：61413）
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5151（アスピラート）
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~aspi-111/

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

7月7日（土）～8月26日（日）

第7回現代ガラス展
in 山陽小野田
～若き創造者たちの
「宇宙」。～

時間／10:00～19:00
　　　※7月7日（土）は14:00開場
3年に1回開催して
いる現代ガラス展
は、45歳以下の若手
ガラス作家の登竜門
として位置づけられ
る公募展です。7回
目となる今回は、応
募された88点の作
品の中から、受賞作
品8点、入選作品49
点が選ばれました。
57作品は、おのだサ
ンパークで開催する
現代ガラス展で展示します。ぜひこの機会に現代
ガラス作品の世界をお楽しみください。期間中は各
種イベントも開催します。詳しくは随時山陽小野田
市ＨＰでお知らせします。■入場料：当日券500円
（高校生以下は無料）、前売券400円■チケット販
売所：不二輸送機ホール、市役所別棟職員共済会
売店、市民館仮設事務所、きららガラス未来館、き
ら交流館、中央図書館、厚狭図書館、山陽総合事務
所、各公民館、おのだサンパークなど

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

山陽
小野田

チャレンジ」を行います。カウンターで配布しているチャレ
ンジカードにスタンプを5つ集めると、防府図書館オリジナ
ル読書手帳と防府市のマスコットキャラクター「ぶっちー」
のシールがもらえます。ぜひチャレンジしてみてください。
■参加料：無料■休館日：火曜■申し込み方法：来館■応募
要件：参加できるのは幼児から小学生まで。防府図書館オリ
ジナル読書手帳の受け取りには、本人の利用カードが必要
■申し込み期間：7月1日（日）～8月31日（金）
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-22-0780（防府図書館）
□HP  http://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

7月4日（水）

ハーブ公開講座
「精油を使った
虫刺され用クリームと
虫除けスプレーを
つくりましょう」

暑くて虫の多い夏のガーデニングを快適に楽しむ
ための、クリームやスプレーをつくります。■持参
品：筆記用具■参加料：1,000円■定員：各先着10
人■申し込み方法：電話・FAX・はがきのいずれか■
申し込み期間：6月7日（木）～7月2日（月）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
〒755-0025 宇部市野中3-4-29
☎0836-37-2888　FAX0836-37-2889

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

7月7日（土）

熱帯植物観察会と
熱帯果実抽選会

時間／14:00～16:00

時間／①10：00～12：00 ②13：30～15：30

熱帯植物の観察会と熱帯果実の抽選会を開催しま
す。■参加料：700円（観察会は別途植物館入館料
が必要）■定員：先着70人■申し込み方法：電話・
FAX・はがきのいずれか■申し込み期間：6月22日
（金）～7月4日（水）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
〒755-0025 宇部市野中3-4-29
☎0836-37-2888　FAX0836-37-2889
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山陽
小野田

会場／美祢市役所集合 ほか
          美祢市大嶺町東分326-1

宇部

美祢

7月18日（水）

大人の社会派ツアー
【船舶コース】
「宇部港工場
見学クルーズと
セメントの道
船からの工場見学と
石灰石鉱山」

時間／8:40～18:00
■ルート：船舶からの宇部・山陽小野田工場群見学⇒
ANAクラウンプラザホテル宇部⇒UBE-i-Plaza⇒ト
レーラー整備場⇒宇部興産専用道路⇒龍陽興産㈱重安
鉱山。鉱山で採掘された石灰石が製品になるまでの道の
りをたどるツアーです。午前中は宇部港沖から宇部市・山
陽小野田市の工場群を眺めます。午後からはバスで宇部
興産専用道路を走行し、トレーラー整備場や龍陽興産㈱
重安鉱山を訪ねます。※天候により船舶が入港しない場
合があり、ツアースケジュールが変更になる場合があり
ます。■旅行代金：お一人様9,800円■定員：40人（最少
催行人数30人）■申し込み方法：ＨＰまたは電話（宇部市
交通局：0836-31-2442）※募集開始日および予約状況
等についてはＨＰをご覧ください。※申し込みの前にＨＰ
掲載の注意事項一覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

山陽
小野田

会場／美祢市役所集合 ほか
          美祢市大嶺町東分326-1

宇部

7月18日（水）

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

時間／8:40～18:30

会場／防府市地域交流センター
　　　アスピラート 2Fリハーサル室
          防府市戎町1-1-28

防府

7月16日（月）

音楽セミナー／
田中雅弘の音楽旅日記ⅩⅥ
名器と奏者～名器もいろいろ！？～

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

会場／船平山
          山口市阿東徳佐

山口

7月16日（月）

第16回
船平山ゆうすげ祭り

時間／15:00～18:00
7月中旬～8月上旬にかけて咲き誇るゆうすげの群
生地船平山で、夕刻の開花を待ちながらのイベント
です。子供ソリすべり大会、特産品販売など内容盛
りだくさんです。■参加料：無料
問い合わせ先／ＮＰＯあとう
☎083-956-2526
□HP  http://www.ato-town.com/

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

7月14日（土）～9月2日（日）

企画展
『明治維新150年記念
企画第２弾
毛利敬親と戊辰戦争』

時間／9:00～17:00（入館は16：30まで）

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

会場／三田尻港（潮彩市場周辺）
          新築地町2-3

防府

7月15日（日）

夏の幸せますフェスタ
2018 港まつり

時間／9:00～15:00
港の安全祈願祭、カッターレース大会など、港を
テーマとしたイベントが行われます。■観覧料：無料
問い合わせ先／幸せますフェスタ実行委員会（防府商工会議所内）
☎0835-22-4352　FAX0835-22-4763
□HP  http://www.h-c.or.jp/

会場／13日（金）、14日（土）
　　　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
　　　15日（日）
　　　天神ピア
          防府市天神1-6-37

防府

7月13日（金）～15日（日）

室内楽セミナー

田中雅弘氏から室内楽の指導を受けられます。室内楽を通して
音楽への理解を深め、アンサンブルの醍醐味を味わってみませ
んか？ 受講対象楽器＝バイオリン、チェロ、ピアノ■13日は10：
00～20：00、14日は10：00～12：00、15日は14：00～16：00
■受講料：マスタークラス1人20,000円、アンサンブル・クラス
1組10,000円（要事前申し込み）。■聴講料：無料（事前申し込
み不可）■申し込み方法：窓口■申し込み期限：6月30日（土）
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／防府市青少年科学館（ソラール）
          防府市寿町6-41

防府

7月14日（土）～31日（火）

夏休み特別企画
「サイエンスアカデミー
2018」

時間／9:30～17:00（入館は16：30まで）
夏休みの自由研究のご参考に。事前予約制の楽しい実験や
工作を毎日３教室開催します。予約なしでお楽しみいただけ
る随時工作のコーナーも充実しています。詳しくは、ソラール
にお問合せください。■観覧料：大人（高校生以上）300円、
子供（小中学生）100円、幼児無料※割引等適用対象：団体
（20人以上）、障がい者手帳をお持ちの方とその介護者、防
府市文化振興財団会員■休館日：7月17日（火）、18日（水）、
30日（月）■定員：あり■申し込み方法：チラシ・ＨＰ参照■応
募要件：チラシ・ＨＰ参照■申し込み期限：チラシ・ＨＰ参照
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール）
□HP  http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp

王政復古以後の戊辰戦争に、山口藩と藩主毛利敬
親がどのように対応したか、これまでの研究ではあ
まり触れられることはありませんでした。これらを
伝来の史料から紹介します。■入館料：大人700
円、小中学生350円。博物館・庭園共通：大人
1,000円、小中学生500円※団体料金（20人以
上）はそれぞれの料金の10％引き
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会場／山口情報芸術センター
　　　［YCAM］スタジオB、2階ギャラリー
          山口市中園町7-7

山口

7月21日（土）～10月28日（日）

「コロガル公園コモンズ」

時間／10:00～18:00
YCAMが2012（平成24）年から毎年手がけてい
る、多種多様なメディア・テクノロジーを埋め込んだ
子ども向けの遊び場「コロガル公園シリーズ」の最
新版です。「コロガル公園シリーズ」は子どもたち
が遊びを通じて考え、創造力を育む環境として、
YCAMが制作する公園のシリーズです。今回公開
する最新版「コロガル公園コモンズ」では、過去の
再現というアプローチを通じて、子どもたちに新た
な遊びの創造を誘発するとともに、シリーズが地域
社会に与えた影響を検証し、文化として継承・発展
するための視点を提示します。また、公園を利用す
る子どもたちが公園のアップデート案を考える「子
どもあそびばミーティング」を、会期中に2回開催し
ます。■入場料：無料■休館日：火曜、8月6日～8日
と9月10日～14日は関連イベント「子どもあそび
ばミーティング」に伴うアップデート作業のため、コ
ロガル公園コモンズは閉場させていただきます。

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

山口

7月21日（土）～10月28日（日）

エキソニモ＋YCAM
共同企画展示
「メディアアートの
輪廻転生」

時間／10:00～18:00
ニューヨークを拠点に活躍するアートユニットのエキソ
ニモを共同キュレーターに迎えて開催する展覧会で
す。エキソニモは、YCAMの開館記念展への参加をは
じめ、2006（平成18）年と2011（平成23）年には新
作を制作・発表するなど、YCAMに関わりの深いアー
ティストです。本展では、「メディアアートの100年後
はどうなっているのか」という未来への問いを起点に、
複数のアーティストが従来の作品保存とは異なる視点
から、作品の寿命や未来について考え、芸術表現をは
じめとする「文化」を創造的に継承するためのアプ
ローチを提示します。開館から15周年という節目の年
に開催する本展は、YCAMがこれまで取り組んできた
メディアアートの本質から、文化を改めて思考するきっ
かけとなるでしょう。■入場料：無料■休館日：火曜
問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222　FAX083-901-2216
　information@ycam.jp
□HP  http://www.ycam.jp/events/2018/
　reincarnation-of-media-art/

エキソニモ：Photo by Niko

会場／老松神社
          防府市お茶屋町9-21

防府

7月21日（土）

三田尻の女尻相撲大会

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

会場／萩・明倫学舎
          萩市大字江向602

萩

7月21日（土）

萩・明倫学舎
ぞうきんがけ
リレーレース2018

時間／10:00～
１チーム４人制で、
90ｍの廊下をリ
レー形式によりぞう
きんがけレースを
行うタイムトライア
ル（１人約45ｍ）で
す。優勝チームに
は豪華景品があり
ます。■参加料：１
チーム1,000円■
定員：50チーム■
申し込み方法：往復
はがきの往信用裏
面に①参加者全員の氏名・学校名・学年、②代表保
護者連絡先（当日連絡がつくもの）、③チーム名を
記入。返信用表面に代表者の郵便番号、住所・氏名
を記入して郵送■応募要件：小学生（市内外不問）
■申し込み期限：7月9日（月）
問い合わせ先／萩・明倫学舎推進課
☎0838-25-3569
郵送先／〒758-0041 萩市江向602 萩・明倫学舎

会場／八坂神社、山口市中心商店街周辺
          山口市上竪小路

山口

7月20日（金）～27日（金）

山口祇園祭

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

■ルート：船舶からの宇部・山陽小野田工場群見学⇒
ANAクラウンプラザホテル宇部⇒宇部港コンテナ
ターミナル⇒牛岩神社⇒宇部興産機械㈱屋上⇒西沖
石灰石センター・トレーラー基地［車窓］⇒宇部興産㈱
沖ノ山貯炭場（コールセンター）6号岸壁⇒
UBE-i-Plaza。宇部市・山陽小野田市は瀬戸内に面し
た工場群を中心として、今日まで発展してきました。そ
の工場群を午前中は海上から、午後からはバスで訪ね
ます。普段は入ることのできない、宇部港コンテナター
ミナルにも行きます。同じ工場でも、海から見るのと、
陸上でみるのとでは表情が違いますよ。※天候により
船舶が入港しない場合があり、ツアースケジュールが
変更になる場合があります。■旅行代金：お一人様
9,700円■定員：40人（最少催行人数30人）■申し込
み方法：ＨＰまたは電話（㈱船鉄観光旅行社おのだサン
パーク店0836-83-3275）※募集開始日および予約
状況等についてはＨＰをご覧ください。※申し込みの
前にＨＰ掲載の注意事項一覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

山陽
小野田

会場／山口宇部空港集合 ほか
          宇部市沖宇部625

7月18日（水）

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

時間／9:00～17:20
■ルート：高泊神社、浜五挺唐樋⇒竜王山⇒ソル・ポ
ニエンテ⇒小野田港クルーズ⇒㈲つねまつ菓子
舗。江戸時代、萩藩は財政立て直しのため開作（干
拓）を積極的に行い、小野田地区も海だった場所に
排水用樋門を作り、400町歩（ha）にわたる藩内最
大級の高泊開作ができました。当時の優れた工法
を今に伝える国の指定文化財「浜五挺唐樋」や開
作のまちを訪れ、竜王山から市街地を眺め、船に
乗って開作地に建てられた海沿いの工場群を海か
ら見学します。■旅行代金：お一人様9,000円■定
員：40人（最少催行人数30人）■申し込み方法：ＨＰ
または電話（宇部市交通局：0836-31-2442）※募
集開始日および予約状況等についてはＨＰをご覧
ください。※申し込みの前にＨＰ掲載の注意事項一
覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp
□HP  https://www.csr-tourism.jp/



2 0 1 8 . 0 6 _ J u n e

1 3

会場／秋吉台カルスト展望台付近
          美祢市秋芳町

美祢

7月28日（土）

第40回 秋吉台
観光まつり花火大会

時間／20:00頃～21:00頃
　　　※小雨決行・荒天時中止
山の中で行われる珍しい花火大会。約1,800発の
花火がカルスト台地の広い夜空を彩ります。例年人
気のレーザーショーや、西日本ではレアな2尺玉に
加え、40回目の節目となる今年は、さらに大きな3
尺玉があがります！ ■美祢市内各地・秋芳洞周辺に
無料駐車場多数。駐車場から会場付近までシャトル
バスが出ます。■観覧料：無料
問い合わせ先／秋吉台観光まつり実行委員会
☎0837-62-0115（美祢市観光協会）
　info@akiyoshidai.com
□HP  https://karusuto.com/

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

美祢

8月5日（日）

反田恭平
ピアノ・リサイタル
全国ツアー
2018-2019

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

会場／渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

9月22日（土）

フォレスタコンサート
in 宇部

時間／14:00～
「BS日本・こころの歌」から誕生した日本を代表す
るコーラスグループ「フォレスタ」のコンサート。「日
本の素晴らしい風土と文化を歌い継ぐ」をテーマに
懐かしくも美しい歌声が織りなす、多彩なハーモ
ニーをお楽しみください。■チケット代：全席指定
5,500円、文化創造財団友の会会員5,000円
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355
　info@ube-bunzai.jp

会場／渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

9月30日（日）

竹原ピストル
全国弾き語りツアー
2018
“GOOD LUCK TRACK”

時間／17:00～
CMソングやNHK紅白歌合戦出場、俳優業などで
注目される竹原ピストルの全国ツアー。パワフルな
歌声、魂のライブパフォーマンスをお楽しみくださ
い。■チケット代：全席指定4,320円
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355
　info@ube-bunzai.jp

会場／菊ヶ浜沖
          萩市堀内菊ヶ浜沖

萩

7月22日（日）

萩ヨットレース2018

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

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

防府

7月22日（日）

防府少年少女合唱団
第19回定期演奏会
～可憐な花のように～

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

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

美祢

7月28日（土）

秋吉台エコツアー
早朝の龍護峰

時間／7:20（7:00受付開始）～12:30

■四季を通して龍護峰に登り、それぞれの植物の
生育に思いを馳せる。■早朝の龍護峰に登り、登山
道沿いに生育する植物を観察する。■参加料：
2,000円（弁当・保険料を含む）■定員：24人（最少
催行人員15人）■申し込み方法：電話またはＨＰ■
申し込み期限：7月23日（月）
問い合わせ先／秋吉台地域エコツーリズム協会
☎0837-63-0057
　mine-geo@city.mine.lg.jp
□HP  http://www.akiyoshidai-ecotour.org/home

会場／椹野川東津河川公園
          山口市小郡下郷東津

山口

7月28日（土）

第40回 ふしの夏祭り

時間／17:00～21:00
「ふるさとの心はひとつ」をテーマに、祭りが開催さ
れ、約3,000発の花火が夜空を彩ります。花火大会
の前には管絃祭、小郡音頭ほか各種の踊りなど多
彩な催し物があります。■参加料：無料
問い合わせ先／ふしの夏祭り実行委員会
☎083-976-8588
□HP  http://www.ochikyou.jp/

2012年の「コロガル公園」の様子

問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222　FAX083-901-2217
　information@ycam.jp
□HP  http://www.ycam.jp/events/2018/
　korogaru-koen-park-commons/

時間／10：00スタート
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