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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

反田恭平ピアノ・リサイタル
全国ツアー2018－2019

8月5日（日）

山陽小野田市

P i c k  U p
第2回おのだ七夕祭り2018
～この想い、その先へ～

8月11日（土・祝）

萩市

萩博物館
夏期特別展
「深海魚大行進」

9月2日（日）まで

津和野町

にちはら鮎まつり花火大会
8月15日（水）

山口市

山口七夕ちょうちんまつり
8月6日（月）、7日（火）

防府市

万灯の夕べ
8月3日（金）～5日（日）宇部市
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チームラボ
宇部市ときわ公園 2018
世界を旅する植物と、
花と共に生きる動物たち

8月10日（金）～
11月4日（日）
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会場／萩市須佐漁港 発着

萩

8月26日（日）まで

須佐湾遊覧船定時運航

時間／10:00～15:00
8月26日（日）までの土・日曜日、祝日運航（１日８便、
所要時間60分）。ホルンフェルスや雄大な屏風岩、
神秘的な海蝕洞など･･･イカ釣り漁船などで周遊し
ます！！ 須佐湾は、北長門海岸国定公園の北端に位置
し、日本地質百選「須佐ホルンフェルス」や断崖・奇

問い合わせ先／須佐おもてなし協会
☎08387-6-2266
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=1100202

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

8月26日（日）まで

第7回現代ガラス展
in 山陽小野田
～若き創造者たちの
「宇宙」。～

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

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

8月5日（日）まで

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年（昭和50年）に誕生したサンリオのキャラ
クター「リトルツインスターズ」（キキ＆ララ）。二人
は遠い星の国から地球へやってきた姉弟。甘えん坊
の弟キキは背中に大きな星が、優しいお姉さんのラ
ラは星のステッキがそれぞれのトレードマーク。40
年間二人はいつも仲良しで、見るもの全てを優しい
気持ちにしてくれます。赤いずきんがトレードマーク
の「マイメロディ」。偶然にもキキ＆ララと同じ年に、
同じデザイナーの手により誕生しました。今では世
界的に人気のある「ハローキティ」と並ぶキャラク
ターとして多くのファンから愛され続けています。本
展では、初代担当デザイナーによる、キャラクター
誕生当時のラフスケッチやデザイン画など約150
点や、貴重なグッズなどを展示。マイメロディとキキ
＆ララの魅力をたっぷり紹介します！■入場料：一般
650円（600円）、中高生400円（300円）小学生
以下無料。※（）内は前売・20人以上の団体料金。※
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：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／菊ヶ浜海水浴場
          萩市堀内菊ヶ浜

萩

8月19日（日）まで

菊ヶ浜海水浴場遊泳

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

会場／むつみ昆虫王国
          萩市高佐下2750-202

萩

8月23日（木）まで

むつみ昆虫王国

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

会場／指月橋そば・萩城跡入口付近
          萩市堀内

萩

8月26日（日）まで

萩八景遊覧船
日本海鑑賞コース

時間／9:00～16:00
通常コースより10分延長し、箱メガネによる日本海
の水中観察などの夏らしい体験や、「萩ジオパーク
構想コラボ特別企画」として指月山の石切り場を
会場から見学できる「日本海鑑賞コース」を運行し
ます。高校生以下は、通常料金より割引した特別料
金で乗船できます。■料金：大人1,200円、中・高校
生1,000円、小学生以下500円、3歳未満無料■
運休日：天候次第■定員：12人/隻
問い合わせ先／萩八景遊覧船
☎0838-21-7708

岩など、絶景の数々が点在します。本物の漁師が操
縦するイカ釣り漁船などで、海から探勝する、日本
海ならではの体験観光です。◆夏の特別企画「サン
セットクルーズ」定時運航日に予約により運航　希
望日の３日前までに要予約※大人５人以上で平日も
運航可。運行時間19：00～■料金：大人2,200円、
小学生以下1,100円■料金／大人1,800円
（1,600円）、小学生以下900円（800円）、3歳未
満無料（保護者の付添必須、2歳以下漁船不可）※
（ ）内は20人以上の団体料金です。
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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

9月24日（月・振休）まで

フランス宮廷の磁器
セーヴル、創造の300年

時間／9:00～17:00（入場は16：30まで）
　　　会期中、毎週金曜日と8月2日（木）は
　　　19：00まで開館（入場は18：30まで）

問い合わせ先／山口県立萩美術館・浦上記念館
☎0838-24-2400
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/
　exhibition/special/2018/09/030534.html

会場／萩市須佐漁港
          萩市大字須佐

萩

9月30日（日）まで

須佐男命いか直売市

時間／9:30～11:30（売切れ次第終了）
須佐男命いか直売市は、毎年7月から9月にかけて、
山口県須佐漁港岸壁で生産者（漁師）がお客様に直
接活きたままのケンサキイカを販売する夏の恒例イ
ベントです（100g290円）。イカ漁から宣伝・販売まで
すべて漁師の手で企画・運営しています。【開催期間】
毎年7月第1日曜日～9月最終日曜日までの毎土日と、
毎年7月27日の「須佐男命いか祭り」に開催（※期間
中でも開催されない日もあります）■入場料：無料
問い合わせ先／山口県漁業協同組合 須佐支店
☎08387-6-2311
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=900049

会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

10月8日（月・祝）まで

特別企画展
「山頭火を囲む人々」

時間／10:00～18:00
種田山頭火は、その数奇な人生の途上、さまざまな人物と出会
い、互いに影響を受け合ってきました。この特別企画展では、それ
ら影響を与えた人物たちの中から、「新傾向俳句」を生み、山頭火

18世紀のヨーロッパに
おいて磁器への憧れは
極まりをみせ、フランス
では国王ルイ15世の庇
護の下、パリ近郊のセー
ヴルに王立磁器製作所
が生まれます。以後、優
雅で気品溢れるセーヴ
ル磁器は、ポンパドゥー
ル侯爵夫人や王妃マ
リー・アントワネットと
いったフランスの宮廷人
たちをはじめヨーロッパ
の王侯貴族たちを魅了し、現在まで常にその高い技術と芸
術性を保持し続けてきました。本展では、そうした300年に
およぶセーヴル磁器の創造の歴史を、セーヴル陶磁都市所
蔵の名品によりご紹介します。■料金：一般1,200円
（1,000円）、70歳以上の方・学生1,000円（800円）■休
館日：8月6日（月）、8月20日（月）、9月10日（月）

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

9月2日（日）まで

企画展『明治維新150年
記念企画第２弾
毛利敬親と戊辰戦争』

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

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

9月2日（日）まで

特別展「深海魚大行進」

時間／9:00～17:00（入館は16：30まで）
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、国内最大級の深
海魚展です。■入館料：大人510円、高校・大学生
310円、小・中学生100円※割引等適用対象：団体
（20人以上）、障がい者手帳等をお持ちの方
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htm

会場／山口市小郡文化資料館
　　　『むかしの暮らしの部屋』
          山口市小郡下郷609-3

山口

9月21日（金）まで

小企画展「どうかわった？
明治維新と小郡のくらし」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
明治維新150周年にあたり、むかし使われていたホンモ
ノの道具を見ながら、明治維新について学ぶことができ
る小企画展です。「むかしの暮らし」の部屋で開催しま
す。■料金：無料■休館日：月曜（祝日の場合は翌日）
問い合わせ先／山口市小郡文化資料館
☎083-973-7071
□HP  http://www.cmogori.ec-net.jp

会場／津和野町日本遺産センター
          島根県鹿足郡津和野町後田口253

津和野

9月24日（月・振休）まで

水津保美展〈版画・水彩画〉
～日本遺産の風景～

時間／9:00～17:00
日本遺産センター２階
のギャラリースペース
で、津和野町出身の版
画家・水津保美さんの
作品展を開催します。
津和野のシンボル青野
山、日本のシンボル富
士山、森鷗外先生が留学中に見たドイツの山など15作品を展
示予定です。町内各所からの山の風景なども木版画で表現し
ています。■入館料：無料■休館日：月曜（休日の場合は翌日）
問い合わせ先／津和野町日本遺産センター
☎0856-72-1901

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

8月31日（金）まで

防府図書館
マナーアップキャンペーン
グッドマナーチャレンジ

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

会場／スタート：UBEビエンナーレライブラリー
　　　ゴール：ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

9月2日（日）まで

ちょこっと彫刻調査団
夏休みSP

時間／9:00～16:00
園内や展示室内の彫刻に関するクイズを解いてト
レーディングカードを集めよう! ■料金：無料■休館
日：8月14日を除く火曜
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7281
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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

8月3日（金）～9月22日（土）

歴史民俗資料館
常設特設コーナー
「幕末維新期ゆかりの人物」

時間／9:00～17:00
明治150年を記念した特別展を10月から11月にかけて開催し
ます。これに先立ち、幕末維新期の山陽小野田市ゆかりの人物
を紹介します。■料金：無料■休館日：月曜、祝日、9月18日（火）
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／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

8月2日（木）～9月24日（月）

特別企画展
「大岡昇平と中原中也」

時間／9:00～18:00
大岡昇平と中原中也の交友と、戦後の大岡の文学活動にお
ける中也の位置などについて紹介します。■入館料：一般
320円、学生210円、70歳以上・18歳以下無料■休館日：
月曜、祝日の場合はその翌日、毎月最終火曜、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/

山陽
小野田

会場／菊ヶ浜沖・萩商港

萩

8月1日（水）

萩・日本海大花火大会

時間／20:00～21:00
萩夏まつりの初日に行
われる花火大会。約
10,000発の花火が日
本海をバックに萩の夜
空に咲き乱れます。■
シャトルバス料金：小
学生以上100円※萩
総合庁舎前、萩市役
所前などから随時

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

会場／萩市吉田町、田町商店街、
　　　中央通り

萩

8月1日（水）～3日（金）

萩夏まつり

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

会場／秋吉台サファリランド正面玄関
          美祢市美東町赤1212

美祢

8月3日（金）

サファリわくわく
探検ウォーク

時間／17:00～19:30
普段は立ち入ることのできない「猛獣エリア」を閉園後、スタッフ
の案内により動物の生態やスタッフならではのエピソードを交え
ながら楽しく歩きます。■料金：大人1,500円、小人1,200円■定
員：50人（最少催行人員：25人）■申し込み方法：電話またはFAX

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

8月3日（金）～26日（日）

歴史民俗資料館
常設特設コーナー
「新収蔵品 戦争資料」

時間／9:00～17:00
2013（平成25）年度から2017（平成29）年度にかけて新たに収蔵し、こ
れまで公開されなかった戦争に関する資料を展示します。当時のアルバム
や古写真が中心です。■入場料：無料■休館日：月曜、祝日、9月18日（火）
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/

山陽
小野田

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

10月28日（日）まで

エキソニモ＋YCAM
共同企画展示
「メディアアートの輪廻転生」

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

会場／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

10月28日（日）まで

「コロガル公園コモンズ」

時間／10:00～18:00
YCAMが2012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

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/

撮影：山中慎太郎（Qsyum!）

撮影：山中慎太郎（Qsyum!）

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（月）～8日
（水）と9月10日（月）～14日（金）は関連イベント「子どもあ
そびばミーティング」に伴うアップデート作業のため、コロ
ガル公園コモンズは閉場させていただきます。問い合わせ先／（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/

の憧れであった「河東碧梧桐（かわひがしへきごとう）」、「自由律
俳句」を提唱し、山頭火の師であった「荻原井泉水（おぎわらせい
せんすい）」、山頭火に通ずる人生を送り、互いを意識しあった
「尾崎放哉（おざきほうさい）」を取り上げます。■入館料: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
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会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

8月5日（日）

おいでマルシェ

時間／9:00～15:00
毎月第1日曜日、活気あふれるファーマーズマーケッ
ト「おいでマルシェ」を開催しています。山口の豊か
な自然の中で愛情込めて育てた鮮度抜群の有機野
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／秋吉台自然動物公園サファリランド
          美祢市美東町赤1212

美祢

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

ナイトサファリ

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

会場／秋吉台オートキャンプ場
　　　［秋吉台リフレッシュパーク内］
          美祢市美東町赤3108

美祢

8月4日（土）、5日（日）

満天の星観察会・
秋吉台と温泉のある
オートキャンプ場

時間／15:00～（翌日）10：00
キャンプ体験初心者の方でも気軽に参加ください。テン
ト設営・キャンプでの過ごし方など丁寧にご案内いたしま
す。また、夜は星の観賞地・秋吉台の星の観察会を行い
ます。■料金：1家族（2人で参加）18,000円、1家族（3
人で参加）23,000円、1家族（4人で参加）28,000円
■定員：5家族（一家族最大5人参加）最少催行人員：3家
族■申し込み方法：電話またはFAX
問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115　FAX0837-62-0899
　info＠akiyoshidai.com
□HP  http://refresh-park.com/

会場／公立大学学校法人
　　　山陽小野田市立山口東京理科大学
          山陽小野田市大学通1-1-1

8月4日（土）、5日（日）

公立大学学校法人
山陽小野田市立
山口東京理科大学
オープンキャンパス

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

会場／萩・明倫学舎
          萩市江向602

萩

8月4日（土）、5日（日）、11日（土･祝）、
12日（日）、18日（土）、19日（日）、
25日（土）、26日（日）

高杉晋作も試した？
萩・明倫学舎幕末の
エレキテル体験！

時間／9:30～16:30
萩・明倫学舎2号館「幕末ミュージアム」に展示してい
るエレキテルの仕組みを再現し、実際にさわって体験
ができます。■料金：無料（2号館入館料は別途必要 
大人300円、高校生200円、小中学生100円）
問い合わせ先／ＮＰＯ萩明倫学舎
☎0838-21-0304

山陽
小野田

会場／山口市立秋穂図書館、
　　　秋穂地域交流センター
          山口市秋穂東6823-1

山口

8月4日（土）

秋穂図書館まつり

時間／9:30～15:00

図書館まつりを開催します。■ブックリサイクル■ミニコ
ンサート■紙芝居上演■ワークショップなど■料金：無料
問い合わせ先／山口市立秋穂図書館
☎083-984-0065
□HP  http://www.lib-yama.jp

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
　　　及び3F音楽ホール
          防府市戎町1-1-28

防府

8月3日（金）、8日（水）、19日（日）
※①小学生・中学生コース
9月26日（水）、10月1日（月）、8日（月･祝）
※②大人コース（高校生以上）

チェンバロ講座
～触ってみよう！

チェンバロは大変繊細な楽器のため、なかなか触れる機会
が少ないですが、アスピラートでは毎年一回体験出来る講
座を開催しています。みんなでチェンバロを弾いて、独特の
音色を楽しみましょう。楽器初体験者でも大丈夫！ 楽器の操
作方法や演奏方法など学べるだけでなく、最終日にはホー
ルで演奏してみましょう。※時間は日程により異なります。
HP等でご確認ください。■料金：1,500円（3日間分）※事
前申し込みですが、受講料は受講初日にお支払いいただき
ます。■定員：両コース共に12人程度■申し込み方法：申し
込み用紙に記入の上、アスピラート窓口に持参またはＦＡＸ
にてお申し込みください。申し込み用紙はアスピラートホー
ムページからもダウンロードできます。■応募要件：小学生
以上、興味のある人すべて対象。年齢、経験問いません。■
申し込み期限：定員に達し次第、募集を締め切ります。
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）　FAX0835-26-5111
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~aspi-111/

問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115　FAX0837-62-0899
　info＠akiyoshidai.com 
□HP  http://www.safariland.jp/

会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

8月3日（金）～5日（日）

万灯の夕べ

時間／19:00～
防府天満宮の参道から境内にかけて、およそ
2,000本余のろうそくを灯します。■料金：無料
問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
□HP  http://www.hofutenmangu.or.jp/
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会場／防府市青少年科学館（ソラール）
          防府市寿町6-41

防府

8月7日（火）～9月9日（日）

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

時間／9:30～17:00（入館は16：30まで）
忍者になりきって忍者修行！ 忍者とは何者か、どのよ
うに暮らしていたのかを探り、忍者の「知恵」につい
て学びます。忍者屋敷体験（要入場料）、手裏剣など
の修行道場、科学的な視点で考える忍学道場、忍具
展示などで、頭と体を鍛え現代の忍者をめざしましょ
う！！ ■入館料：高校生以上300円、小中学生200円、
幼児無料※割引等適用対象：団体（20人以上）、障が
い者手帳をお持ちの方とその介護者、防府市文化振
興財団会員■忍者屋敷入場料：小学生以上200円※
幼児、障がい者手帳をお持ちの方とその介護者は無
料。団体・会員割引なし。■休館日：8月なし。9月3日
（月）休館■定員：あり（忍者屋敷のみ）■申し込み方
法：当日予約制（忍者屋敷のみ）
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／ときわ動物園入口集合
          宇部市則貞3-4-1

宇部

8月5日（日）、19日（日）、9月2日（日）

ときわ動物園園長
ドクター宮下の
動物園ガイド

時間／9:35～10:15（受付9：30～）
見所のガイドや、普段入ることのできない動物の寝
室、診療室などにご案内）■料金：無料（入園料は別
途必要）■定員：各先着20人
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

会場／ときわ動物園入口集合
          宇部市則貞3-4-1

宇部

8月5日（日）、19日（日）、9月2日（日）

イントゥー ザ ワオ

時間／14:00～15:00（受付12：00～）※雨天中止
アフリカの丘陵・マダガスカルゾーンのワオキツネ
ザル展示エリアへウォークインして、エサやり体験
ができます。■料金：100円（入園料は別途必要）■
定員：各先着32人
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

会場／山口市中心商店街、
　　　山口駅通り、パークロードほか

山口

8月6日（月）、7日（火）

山口七夕ちょうちんまつり

時間／18:00～22:00
約600年前から続くまつりで、竹につけたちょうち
ん飾りが、山口の街を紅く染めます。また、ちょうち
ん山笠の巡業等が行われ、山口の夏の風物詩に
なっています。■料金：無料

問い合わせ先／山口市ふるさとまつり実行委員会
☎083-932-3456
□HP  http://y-chouchin.jp/

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

宇部

8月6日（月）、20日（月）

絵本で動物を身近に

時間／10:30～11:00
動物絵本の読み聞かせや飼育員のお話■対象：小
学生以下と保護者■料金：無料
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541 会場／おのだサンパーク1階セントラルコート

          山陽小野田市中川6-4-1

8月7日（火）

ふれあいガラスフェスタ2018
in おのだサンパーク
「きららガラス未来館移動教室」

時間／10:00～18:00（最終受付17:00まで）
きららガラス未来館で人気の
体験がおのだサンパークへ！ 
夏にぴったりのジェルキャン
ドル体験やエナメル絵付け体
験、万華鏡制作体験などのガ
ラス体験随時受け付けます。
■料金：1,070円～（体験の
内容によって異なる）
問い合わせ先／きららガラス未来館
☎0836-88-0064
□HP  http://www.onodaglass.jp/

山陽
小野田

会場／山口市立阿東図書館、
　　　阿東地域交流センター
          山口市阿東徳佐中3425-1

山口

8月5日（日）

阿東図書館まつり

時間／9:00～15:30
図書館まつりを開催します。■ブックリサイクル■あとうの文化財・
名所ワードラリー■バルーンアート教室■チェーンソーアート作品
展示■消しゴムはんこdeオリジナルしおりづくりなど■料金：無料
問い合わせ先／山口市立阿東図書館
☎083-956-0785
□HP  http://www.lib-yama.jp

会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

8月5日（日）

防府天満宮御誕辰祭
花火大会

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

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

美祢

8月5日（日）

反田恭平ピアノ・リサイタル
全国ツアー2018－2019

時間／14:00～（開場13：30）

「情熱大陸」「題名のない音楽会」など多くのメディアも注目するピアニスト
反田恭平の山口県初のリサイタルです。昨年の全国ツアーでは全13公演が
完売するなど、現在最も勢いのある若手ピアニストがオールベートーヴェン
プログラムで登場します。■料金：3階追加席1,000円（全席自由）※１階席
および2・3階席は完売しました。好評につき、3階席の一部を追加販売いた
します。舞台が見えにくい席となりますので、予めご了承ください。■申し込
み方法：電話・FAX・メールのいずれか■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://aiav.jp/
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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

8月11日（土・祝）

アート・
フェスティバル
2018

時間／9:00～16:30
アートを活用した地域づくりや交流促進を目的とし
た地域密着型のアートイベント、参加はすべて無料
です。夏の一日を美術館でお楽しみください。■イ
ベント内容：1.ダンボール迷路に挑戦！ 2.思いっきり
描こう！楽描き（らくがき）コーナー 3.高重翔マジッ
クショー［時間：①11:30～②14:30～（各回約30
分）※要整理券、整理券配付時間 ①の回9：30～②
の回11:45～］ 4.フランス宮廷を魅了したモイスト
ポプリをつくろう※要事前申込みが必要です。［時
間：①10:00～②13:00～（各回約1時間）※要事
前申込］ 5.万華鏡をつくろう！ ［時間：①9:30～12：
00②13:00～16：30］ 6.透明うちわであそぼう！ 
7.缶バッジをつくろう ※5.6.7のワークショップは
材料がなくなり次第終了とさせていただきます。■
料金無料
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/2018/07/index.html#workshop

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

8月10日（金）～12日（日）

真夏の夜の
星空上映会

時間／19:30～
隣接する中央公園で開催する毎年恒例の野外上
映イベントです。涼しい夜空の下で、お友だちやご
家族と映画をお楽しみいただけます。今年も幅広
いみなさまに楽しんでいただける作品の上映をお
こなうほか、YCAMで生まれた映画の上映もありま
す。■上映作品：8月10日（金）「ワイルドツアー」
（上映前に舞台挨拶あり）、8月11日（土・祝）
「SING/シング」、8月12日（日）「シング・ストリート 
未来へのうた」■料金：無料
問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222　FAX083-901-2216
　information@ycam.jp
□HP  http://www.ycam.jp/cinema/2018/
　a-midsummer-nights-film-screening/

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

8月10日（金）～10月14日（日）

企画展「長州藩のイメージ戦略
－風説・人びと・歴史像－」

時間／9:00～17:00（入館は16：30まで）
幕末に書き留められた長州藩に関わる風説、長州
藩を描いた瓦版や錦絵を通して、長州藩をとりまく
イメージの一端を紹介する企画展です。近代の「長
州藩」、明治維新７０年、１００年のときの山口のよ
うすも併せて紹介します。■料金：大人１００円※１
８歳以下および７０歳以上の方、障がいがある方と
同行の介護者の方は無料。■休館日：月曜（祝日の
場合は翌日）
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎/FAX083‐924‐7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/

撮影:山中慎太郎（Qsyum!）

会場／ときわミュージアム
　　　世界を旅する植物館
          宇部市野中3-4-29

宇部

8月10日（金）～11月4日（日）

チームラボ
宇部市ときわ公園 2018
世界を旅する植物と、
花と共に生きる動物たち

時間／19:00～22:00（最終入館21：30まで）
チームラボ×ときわ公園によるデジタルアート作
品。植物館がそのままデジタルアート空間となり昼
間とは違った表情が楽しめます。■入場料：一般
500円、高校生以下無料（小学生以下は保護者同
伴）
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
□HP  https://www.tokiwapark.jp/event/_2017.html

会場／ときわレストハウス
          宇部市野中3-5-17

宇部

8月10日（金）

こども科学館inときわ
～科学の世界を
体験しよう～

時間／10:00～16:00
おもしろ科学実験をしよう！
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／おのだサンパーク2階現代ガラス展特会場
          山陽小野田市中川6-4-1

8月7日（火）

ふれあいガラスフェスタ2018
in おのだサンパーク
「第7回現代ガラス展
in 山陽小野田特別鑑賞ツアー」

時間／11：00～、14：30～（40分程度）
ガラス造形作家の西川慎さんをはじめ、出品作家
による解説を聴きながら、展示作品を鑑賞できま
す。参加者には抽選で出品作家のガラス作品をプ
レゼント！ ■参加料：無料（ただし、18歳以上の人は
現代ガラス展入場券が必要）■定員：各回先着25
人■申し込み方法：参加希望者は各回の開始時間
までに、おのだサンパーク2F大催事場前に集合
問い合わせ先／きららガラス未来館
☎0836-88-0064
□HP  http://www.onodaglass.jp/

山陽
小野田

会場／きららガラス未来館
          山陽小野田市焼野海岸

8月11日（土･祝）、12日（日）、
18日（土）、19日（日）

吹きガラス体験

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

山陽
小野田
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会場／金谷神社
          萩市椿2794

萩

8月13日（月）

金谷神社「幽玄の世界」

時間／19:00～21:30
萩市の金谷神社境内にある灯籠のおぼろげな灯火
に照らされた参道を、親子で手提げ提灯を片手に
歩いてみませんか。オカリナ演奏、琴演奏、金谷神
社の「宝物」公開披露。※この日は、大照院にて
「万灯会」も開催されています。あわせてお出かけ
下さい。■料金：無料
問い合わせ先／三町内伝統文化継承保存会　藤田
☎0838-22-7025

会場／大照院
          萩市椿4132

萩

8月13日（月）

萩・万灯会（迎え火）

時間／19:30～22:00
萩の夏の風物詩である「萩・万灯会」は、萩藩主毛
利家の菩提寺である大照院と東光寺がその舞台と
なります。毛利氏の菩提を弔うため、それぞれ５００
基を越える石灯篭に入れられたろうそくの火が、幻
想的な世界を作り出します。■20:00～墓前供養
祭、19:30～21:30呈茶席・抹茶接待（500円）、ろ
うそく販売（1本100円）※浴衣を着てこられた方
に①ろうそく1個プレゼント②抹茶を500円→300
円に割引します。■料金：無料
問い合わせ先／一般社団法人萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  http://www.hagishi.com/event/mantoue/

会場／津和野町日本遺産センター
          島根県鹿足郡津和野町後田口253

津和野

8月14日（火）

木版画体験講座

時間／14:00～
津和野町出身の版画家・水津保美さんの指導の下、
木版画が体験できます。先着順ですのでお早めに
お申し込みを。■料金：500円■定員：先着10人■
申し込み方法：電話

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

8月11日（土･祝）、18日（土）

深海魚大行進
ナイトミュージアム

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

会場／防府市文化財郷土資料館
          防府市桑山2-1-1

防府

8月12日（日）～9月23日（日）

山口県埋蔵文化財センター
巡回展「発掘された山口」

時間／9:30～17:00
山口県埋蔵文化財センターが平成28年度に県内
各地でおこなった発掘調査の成果をわかりやすく
解説した企画展です。■料金：無料■休館日：月曜
（祝日の場合は翌日）
問い合わせ先／防府市文化財郷土資料館
☎0835-25-2532　FAX0835-23-4300

会場／ときわ動物園入口集合
          宇部市則貞3-4-1

宇部

8月12日（日）、26日（日）

リスザル アドベンチャー
ラフティング

時間／14:00～15:00（受付：12：00～）※雨天中止
リスザルの島にイカダで渡り、エサやり体験ができます
■料金：200円（入園料は別途必要）■定員：各先着16人
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

会場／小野田運動広場
          山陽小野田市中川5-5

8月11日（土・祝）

第2回
おのだ七夕祭り2018
～この想い、その先へ～

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

山陽
小野田

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

山口

8月11日（土・祝）、12日（日）

夏休み体験教室
「勾玉作り」

時間／10:00～12:00
夏休みを利用した体験教室で、石を削って古代のア
クセサリー「勾玉」を作ります。■受講料：300円（入
館料は無料）■定員：各日小学生20人（保護者同伴、
先着順）■申し込み方法：直接山口市小郡文化資料
館へ電話または来館■申し込み期限：8月2日（木）
問い合わせ先／山口市小郡文化資料館
☎083-973-7071
□HP  http://www.cmogori.ec-net.jp

会場／石炭記念館
          宇部市大字沖宇部254

宇部

8月11日（土・祝）

レジンを使って石炭の
アクセサリーを作ろう！

時間／①10:00～11:00
　　　②11:30～12:30
　　　③13:30～14:30
　　　④15:00～16:00
別名”黒ダイヤ”とも呼ばれる石炭を、レジンを使っ
てオリジナルのアクセサリーにしよう！■料金：100
円■定員：各先着10人
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551
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会場／萩・明倫学舎
          萩市江向602

萩

8月18日（土）、26日（日）

萩・明倫学舎
夏の課外授業
「親子で学ぶ科学教室」

時間／10:00～11:00
親子でホログラム万華鏡づくり。■料金：1人150円
■定員：先着20人■申し込み方法：電話またはメー
ル■応募要件：親子（保護者同伴）
問い合わせ先／NPO萩明倫学舎
☎0838-21-0304
□HP  http://hagimeirin.jp/event/science-class/

会場／萩・明倫学舎
          萩市江向602

萩

8月18日（土）、19日（日）、
9月22日（土）～24日（月・振休）

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

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

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）

8月16日（木）～18日（土）

地域と共に半世紀
朝陽カントリークラブ杯

時間／10:00～17:00
オートレースにおいて、一般的な開催である普通開
催を3日間にわたって開催します。■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／JR厚狭駅在来線口集合

美祢

8月18日（土）

夏休み！わんぱくキッズ
サファリえさやりバス乗車・
動物ふれあい体験と
ポンプラ飯作り体験

時間／8:00～16:14
秋吉台サファリランドではエサやりバスに乗り込ん
で、大きな動物達へ間近でえさをあげてみましょう! 
さらには小さな動物達とは実際に触ってふれあえま
すよ。その後は秋吉台家族旅行村に移動してポン
プラ飯を作って食べてみませんか? ※ポンプラ飯：
竹めしの山口県における呼称■料金：中学生以上
2,500円、4歳～小学生2,000円■定員：24人（最
少催行人員：15人）■申し込み方法：電話または
FAX■応募要件：4歳以上
問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115　FAX0837-62-0899
　info＠akiyoshidai.com
□HP  https://karusuto.com/jitabi/esayariponpura201808/

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

宇部

8月18日（土）

おさるのお面をつくろう!

時間／9:30～11:30
動物をよく観察して、お面をつくろう! ■持参品：絵
の具、筆、パレット、水入れ■料金：無料■定員：先着
親子10組■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

山陽
小野田

会場／若宮神社
          萩市山田1665

萩

8月15日（水）

木間風鎮祭

時間／18:00～21:00
萩市の指定無形民俗文化財、神楽舞「神代の舞」
が若宮神社に奉納されます。神楽舞披露、木間豆
腐等の特産品販売など。■送迎バスの運行（片道
100円）【行き】18：00萩市役所駐車場発【帰り】
21：00木間若宮神社発※送迎バスは8月10日
（金）までに要予約■料金：無料
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139

会場／東光寺
          萩市椿東1647

萩

8月15日（水）

萩・万灯会（送り火）

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

問い合わせ先／
☎0838-26-1052
□HP  http://www.hagishi.com/event/mantoue/

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

山口

8月15日（水）～26日（日）

YCAM爆音映画祭2018

繊細な大音響で映画を体感することで、これまでに
ない映画体験を創造する「爆音映画祭」が、今年も
YCAMにやってきます。YCAMが誇る充実の音響
環境を十全に用い、今回も往年の名作から話題の新
作まで、幅広いラインナップを爆音でお届けします。
問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222　FAX083-901-2216
　information@ycam.jp
□HP  http://www.ycam.jp/cinema/2018/
　ycam-bakuon-film-festival/

ⓒARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.

問い合わせ先／津和野町日本遺産センター
☎0856-72-1901

会場／日原旭橋周辺
          島根県鹿足郡津和野町枕瀬

津和野

8月15日（水）

にちはら鮎まつり花火大会

時間／18:00～
「音のにちはら」とも称される「にちはら鮎まつり花
火大会」。清流高津川の河畔から約2,500発の花
火が打上げられると、水面はきらめき、山々にこだ
まする轟音が臨場感を後押します。
問い合わせ先／津和野町商工観光課
☎0856-72-0652



2 0 1 8 . 0 8 _ A u g .

0 9

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

8月18日（土）、9月1日（土）、23日（日）

特別企画展
「大岡昇平と中原中也」
関連イベント
プロムナード・トーク

時間／14:00～15:00
同館学芸員による展示解説を行います。■入館料：一
般320円、学生210円、70歳以上・18歳以下無料
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

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

萩

8月25日（土）

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

時間／10：00～、13：00～、15：30～
日本近海やインド洋で捕獲された「深海のギャング」
といわれる深海魚（冷凍標本）の解剖に挑戦！魚類額
研究者の指南のもと、体の仕組みや胃の中など観察
します。■料金：300円■定員：1回につき、小学3年
生～中学3年生18人とその保護者※応募多数の場
合は抽選■申し込み方法：展示会場出口の応募用紙
に記入し、往復はがきに貼付して「解剖リサーチ

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

山口

8月22日（水）～9月2日（日）

風を纏う
～公文知洋子裂織の世界～

時間／9:00～18:00
山口市出身の裂織作家、公文知洋子氏の展覧会。温かみのある藍染
木綿の古い布との出会いからその魅力に魅かれる。糸では表現でき
ない繊細で奥深い色合いと温かみのある風合いの裂織作品。インス
タレーション作品もあり。8月25日（土）14:00～15:00作家による
ギャラリートーク開催。■入場料：無料■休館日：8月27日（月）
問い合わせ先／クリエイティブ・スペース赤れんが
☎083-928-6666　FAX083-928-6611
□HP  http://www.akarenga.justhpbs.jp/

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

8月23日（木）

ハーブでつくろう

時間／13:00～15:00
ラベンダーファンをつくります。■持参品：エプロ
ン、筆記用具■料金：1枚1,600円■定員：先着20
人■申し込み方法：電話・FAX・メールのいずれか■
申し込み期限：8月20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／不二輸送機ホール
　　　（山陽小野田市文化会館）
          山陽小野田市大字郡1754
          （JR厚狭駅新幹線口前）

8月24日（金）～26日（日）

第24回山陽小野田市
ピアノマラソン大会

時間／10:00～（予定）
「ピアノマラソン大会」は、不二輸送機ホールで
1995（平成7）年から毎年開催し、今年で24回目
を迎えます。前回は470組497人の参加者によっ
て、合計19時間43分51秒の演奏時間を記録しま
した。様々な人の演奏を聴くことのできる機会で
す。ぜひお越しください。■入場料：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／萩・明倫学舎
          萩市江向602

萩

8月19日（日）

萩・明倫学舎
夏の課外授業
「怖いはなし」

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

会場／宇部市環境保全センター
　　　リサイクルプラザ
          宇部市大字沖宇部5272-5

宇部

8月21日（火）

親子で紙すき体験
牛乳パックではがき作り

時間／10:00～12:00
牛乳パックのパルプを使った紙すき体験で、すてきなはがきを作り
ます。■対象：小学生と保護者■持参品：タオル2枚■料金：無料■定
員：先着10組■申し込み方法：電話■申し込み期限：8月15日（水）
問い合わせ先／宇部市環境保全センター施設課
☎0836-31-5584

会場／JR萩駅～JR江崎駅・
　　　江崎港（集合：JR萩駅）

萩

8月22日（水）

観光列車「○○のはなし」で行く!
深海魚ウォッチングツアーin萩

時間／11：30頃～17:00頃
大人気の山陰本線観光列車「○○のはなし」の特別便で、美しい
海の風景と海の幸（弁当）を楽しみながら萩の北東部へGO! 定置
網に入ったフリソデウオやサケガシラなど「地元」の「ナマ」の深
海魚にタッチ・観察・撮影します。■料金：大人4,000円、3歳～小
学生3,000円■定員：50～60人■申し込み方法：萩市観光協会
HP・萩博物館HPにある専用申込フォームまたは往復はがき■申
込先（往復はがきの場合）：①参加者全員の名前・フリガナ・年齢・学
年・性別②確実に連絡がとれる保護者の電話番号・住所を記入し
て、「エヌティーエー旅行萩本店トレインツアー係」〒758-0025
萩市土原165-1（TEL：0838-21-0020）へ。※応募多数の場合
は抽選■応募要件：小学生以下は保護者同伴。保護者1人につき
小学生以下2人まで。■申し込み期限：8月8日（水）（必着）
問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htm

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

美祢

8月19日（日）

秋吉台エコツアー
柿渋づくりと箱庭づくり

時間／10:00～15:00（受付は9:30～）
柿だけで、体に優しい柿渋を作ります。塗って良し、
染めて良し、味わいある色調を醸し出します。■午
後はちっちゃな庭園、箱庭を作ります。■料金：
3,000円（昼食代・飲み物代・保険料・材料代を含む）
■定員：20人（最少催行人員10人）■申し込み方
法：電話またはHP■申し込み期限：8月14日（火）
問い合わせ先／秋吉台地域エコツーリズム協会
☎0837-63-0055
　mine-geo@city.mine.lg.jp
□HP  http://www.akiyoshidai-ecotour.org/home
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山口

9月1日（土）、8日（土）、
15日（土）、22日（土）、29日（土）

山口大学公開講座
「香りを科学する」

会場／山陽小野田市役所集合
          山陽小野田日の出1-1-1

9月1日（土）

晩夏の有帆川
ウォーキング!!

時間／9:00～14:00
有帆川の自然と歴史を感じながら約4kmを歩きま
せんか? ■対象：小学生以下は保護者同伴■行先：
旦橋、旦登り窯、旦瓶壁ほか■小雨決行■料金：無
料■定員：先着100人■申し込み方法：電話・FAX・
メールのいずれか■申し込み期限：8月19日（日）
問い合わせ先／山陽小野田市自然保護協議会
（江汐公園管理棟内）
☎・FAX0836-83-5378 磯部
　ejio@deluxe.ocn.ne.jp

山陽
小野田

会場／阿武川特設カヌー競技場
　　　（川上地域、萩・阿武川温泉隣接）

萩

8月26日（日）

カヌージャパンカップ

時間／8:55～16:50
カヌー競技のジャパンカップが、阿武川特設カヌー
競技場で開催されます。日本国内最高峰の大会
に、全国から選手が参戦しています。水上の力強い
レースをぜひ一度ご観戦ください。2018カヌース
ラロームジャパンカップ第6戦、2018カヌーワイ
ルドウォータージャパンカップ第6戦■料金：無料

問い合わせ先／山口県カヌー協会 吉村
☎090-3379-9639

会場／防府市公会堂
          防府市緑町1-9-1

防府

8月26日（日）

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

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

会場／ときわ遊園地 ほか
          宇部市則貞3-4-1

宇部

8月25日（土）

宇部JC×ときわ公園
サマーフェスタ2018

時間／12:00～20:00
フラダンスなどのステージショー、食めぐり＆グルメフェス、
お肉＆ビールまつり、こども工務店などの体験博覧会、素敵
な景品がもらえる参加型イベントや遊園地夜間営業など、楽
しいイベントが盛りだくさん。■料金：各イベントにより異なる
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551
□HP  https://www.tokiwapark.jp/event/jc2018.html

山陽
小野田

会場／公立大学学校法人山陽小野田市立
　　　山口東京理科大学5号館
　　　2F5201教室
          山陽小野田市大学通1-1-1

8月25日（土）

山口東京理科大学
特別講演会
「氷はなぜ水に浮くのか」

時間／13:30～15:00
光媒体研究の世界的権威でもあり、山口東京理科
大学栄誉教授の藤嶋昭先生を講師に迎え、身近な
科学の面白さと研究・開発の最先端についてお話
しいただきます。■受講料：無料■定員：350人※詳
しくは、大学HPをご覧ください
問い合わせ先／公立大学学校法人山陽小野田市立山口東京理科大学 地域連携室
☎0836-88-4515
□HP  http://www.socu.ac.jp/

会場／萩市江崎漁港
　　　弁天公園周辺

萩

8月25日（土）

たまがわ夏まつり

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

問い合わせ先／萩博物館内「解剖リサーチ係」
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htm

会場／阿武川特設カヌー競技場
　　　（川上地域、萩・阿武川温泉隣接）

萩

8月25日（土）

萩市長杯カヌーあぶ川大会

時間／10:05～16:20
日本カヌー界トップクラスの選手が多数参加しま
す。■料金：無料
問い合わせ先／山口県カヌー協会　吉村
☎090-3379-9639

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

8月25日（土）、26日（日）

目指せ! ルーヴル
こども絵画コンクール

時間／25日 10：00～18：00
　　　26日 10:00～15:00
全国審査で入賞すると、ルーヴル美術館に展示さ
れます。■料金：無料
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

係」」〒758-0057萩市堀内355　萩博物館内へ。
■応募要件：「深海魚大行進」を観覧した小学3年生
～中学3年生限定■申し込み期限：8月10日（金）
（必着）※5～7日前に抽選の当否を連絡します。
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会場／琴崎八幡宮バス停集合
          宇部市琴崎町

宇部

9月2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
神仏に守られていた宇部発祥の地を巡ります。（約
3.5km）■持参品：タオル、飲み物など■料金：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：8月31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／防府市内一円

防府

9月1日（土）～11月30日（金）

ほうふ 幸せます
まち博

問い合わせ先／（一社）防府観光コンベンション協会
☎0835-25-2148
□HP  https://visit-hofu.jp/specials/machihaku

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

9月2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

9月1日（土）、2日（日）

グルーポ・ヂ・フーア
ダンス公演「イノア」

時間／1日 19:00開演
　　　2日 15:00開演
ブラジルを拠点に活動するダンスカンパニーのグ
ルーポ・ヂ・フーアによるダンス作品を紹介する公

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  https://www.ycam.jp/events/2018/inoah/

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1
時間／13:00～15:00

会場／萩城天守閣跡（指月公園内）
          萩市大字堀内

萩

9月1日（土）

萩・明治維新150年祭
「萩城の夕」コンサート

時間／19:00～21:00
指月山を背景にライトアップされた舞台でコンサー
トを開催します。二胡、津軽三味線、琴、歌、詩吟、
ハワイアン等■入場料：500円■チケット販売所：萩
楽器店、アトラス萩店、サンリブ萩、サンライフ萩、
萩市民館
問い合わせ先／「萩城の夕」コンサート実行委員会事務局
☎0838-22-6545

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

会場／山口市徳地総合支所周辺
          山口市徳地堀

山口

9月1日（土）

とくぢ夏祭り
花火大会

時間／20:00～
佐波川の中州から、約1,500発の花火が夜空を彩
ります。山に囲まれている会場では、花火の破裂音
が響き渡り、迫力ある花火が楽しめます。花火大会
の前には、徳地人形浄瑠璃の公演のほか、楽しい
ステージが予定されています。■入場料：無料
問い合わせ先／とくぢ夏祭り花火大会実行委員会
☎080-2916-8878
□HP  http://yamaguchi-city.jp/

演です。■料金：全席指定【前売り】一般2,500円、
any会員・特別割引2,000円、25歳以下1,500円
【当日】一律3,000円■応募要件：未就学児不可※
託児サービスあり：8月25日（土）までにチケットイ
ンフォメーションへ申し込み■チケット販売所：山口
市文化振興財団チケットインフォメーション【電話
／窓口】083-920-6111（10:00～19:00）【HP】
www.ycfcp.or.jp（24時間受付）【セブンチケッ
ト】セブンコード：066-170

ほうふ幸せます『まち博』とは、防府の歴史・文化・
食・自然などをテーマとした様々な体験プログラム
を、一定期間中に集中的に行う催しです。「地元ガ
イドによるまち歩き」、「芸術作品の創作・地元アー
ティストとのふれあい」、「地元農家と味わう新鮮、
安心、特上のグルメ体験」といった、防府でしか体
験できない一日をお楽しみいただきます。■料金：
開催プログラムによって異なる■申し込み方法：「ま
ち博」公式HPのフォームまたは電話■応募要件:
電話の場合、プログラム番号、プログラム名、参加
者の名前、参加人数、連絡先電話番号を知らせる
■申し込み期限：各プログラムによって異なる
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山陽
小野田

会場／【スタートゴール地点】大正洞駐車場
          美祢市美東町赤

美祢

9月9日（日）

みねすとろん2018

時間／8:00～16:30
秋吉台の雄大な景色やおいしい地元グルメがたっぷり楽し
めるみねすとろん。今年も引き続きハードな坂をご用意し
ております。目玉はロングコース終盤に待ち構える「通称:
カルストベルグ」と呼ばれる激坂区間! もちろんちょっと緩
めなミドルコースもございます。皆様のご参加をお待ちして
います! ■料金：ロングコース：7,000円、ミドルコース：
5,000円※参加申し込み後の返金につきましては一切受
け付けできません。■定員：先着500人（ロング：400人、ミ
ドル：100人）■申し込み方法：インターネットエントリー
https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/74386■
応募要件：9歳以上の健康な男女。18歳以下の方は、同意
書に保護者もしくは代理人の署名が必要。13歳未満は保
護者の同伴が必要。坂が多いので、脚力に自信のある方※
自転車ヘルメット・手袋は必ず着用してください。■申し込
み期限：8月9日（木）
問い合わせ先／みねすとろん2018事務局 （一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115　FAX0837-62-0899
　info＠akiyoshidai.com
□HP  https://karusuto.com/event/20180909/

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）

9月9日（日）

認知症普及啓発イベント
「考えてみよういね!
認知症のこと
～知ろう 防ごう　
支えよう～」

時間／12:00～16:00
認知症に関心がある人も、まだ自分に関係ないと思っている
人も、この機会にイベントに参加してみませんか。■内容：
12:00～14:30（血管年齢測定、運動と認知症について、と
らいぽっどカフェ、イライラ解消相談コーナー、専門職による
認知症や介護の相談窓口）、13:00～13:20敬老月間啓発
ポスター表彰式、13:20～13:50認知症予防に役立つ「音
読でいきいき！」、13：50～14：20百歳体操、14:20～16:00
講演「認知症について知っておくべきのこと」講師：兼行浩
史（山口県立こころの医療センター院長）※手話通訳、要約
筆記あり■入場料：無料※会場内に敬老月間啓発ポスター
応募作品、介護かるたの展示もあります。
問い合わせ先／山陽小野田市役所地域包括支援センター
（高齢福祉課内）
☎0836-82-1149

美祢

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

宇部

9月5日（水）

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

時間／9:00～17:40
ルート：薬仙石灰㈱⇒伊佐の街並み散策⇒美祢グランドホ
テル竹筒庵（ささえあん）⇒宇部興産専用道路・興産大橋
⇒宇部興産㈱宇部セメント工場⇒宇部マテリアルズ㈱宇
部工場⇒宇部港コンテナターミナル。石灰石の採掘現場
を間近に見学し、幕末の面影を残す伊佐の街並み散策で
は維新の風を感じるかも？その後宇部興産専用道路を走
行し、石灰石をテーマに物語が進みます。さらに、普段は
入ることのできない宇部港コンテナターミナルでは、運が
良ければ船への積み込みも見られますよ! ■旅行代金：1
人7,800円■定員：23人（最少催行人数15人）■申し
込み方法：ＨＰ〔https://www.csr-tourism.jp/〕または
電話〔宇部市交通局：0836-31-2442〕※募集開始日お
よび予約状況等についてはHPをご覧ください。※申し込
みの前にHP掲載の注意事項一覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

会場／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

9月8日（土）

音楽セミナーサックスを語る～
大活躍の木管楽器!? 
その魅力

時間／14:00～
毎回色々な楽器をクローズアップするこのセミナー。今回
は吹奏楽、クラシック、ジャズなど幅広しジャンルで活躍す
る楽器「サクソフォーン（サックス）」に迫ります。この楽器
の奥深さを防府市出身であり、現在オオサカ・シオン・ウィ

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/

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

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：先着20人■申し込み方法：窓口または電話 
問い合わせ先／山陽小野田市中央図書館
☎0836-83-2870
□HP  http://library.city.sanyo-onoda.lg.jp/

会場／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

9月2日（日）

「宇部市芸術祭」
宇部市民オーケストラ
～クラシックの午後～

時間／14:00～
シューベルト、ブラームスの音楽を生のオーケストラでお楽
しみください。指揮者：角岳史■入場料：一般1,000円、高校
生以下500円、未就学児入場不可（託児あり、要予約）
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355

ンド・オーケストラでご活躍の福田亨氏に語っていただき
ます。演奏も交えてサックスの魅力を存分にお伝えしま
す。どうぞお楽しみください。■料金：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 
■申し込み方法：アスピラート窓口または電話■チケット販
売所：防府市公会堂、山口情報芸術センター、C・S赤れん
が、周南市文化会館、ローソンチケット、チケットぴあ

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

9月8日（土）～10月21日（日）

企画展『明治維新150年記念企画
第3弾 毛利元徳と
版籍奉還・廃藩置県』

時間／9:00～17:00（入館は16：30まで）
版籍奉還と続く廃藩置県は、江戸時代の幕引きともいえ
る一大事業でした。この大事業に山口藩の藩主・藩知事
を務めた毛利元徳がいかに臨んだのか、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名以上）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/

山陽
小野田

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

９月８日（土）

大人の社会派ツアー
「夏の旬をいただく
～地元産ワインと
和会席料理～」

時間／9：00～16：30
ルート：㈱花の海⇒西海食品㈱⇒村上旅館⇒（有）グリーン
ハウス⇒（有）つねまつ菓子舗（伝助）⇒山口ワイナリー。山
陽小野田市で作られている自慢の野菜、加工食品、スイーツ
にワイン。広大なハウス一面に咲く花の苗の生産工場の見
学。身近な食べ物を“知って”“おいしく食べる”ことを“頭”と
“カラダ”で学ぶ“知食体験ツアー”です。昼食は、瀬戸内海の
景色を眺めながら新鮮なお魚をご堪能いただけます。■旅
行代金：1人6,700円■定員：23人(最少催行人数15人)■
申し込み方法:ＨＰ（https://www.csr-tourism.jp/）、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/
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会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

9月15日（土）～10月14日（日）

明治維新150年記念
特別展第1弾
「手塚治虫が描いた
明治維新」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
2018（平成30）年は、明治維新150周年と「マン
ガの神様」と称えられる手塚治虫の生誕90周年と
が重なります。この記念すべき年に、手塚治虫が『陽
だまりの樹』などの作品で描いた明治維新期の世界
観を、直筆のマンガ原稿や当館の収蔵資料をもとに
して紹介します。■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／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

美祢

9月15日（土）

大人の社会派ツアー
「食・美祢（秋）
カルスト台地の
恵みを食す!（秋）」

時間／9:00～16:15
ルート：秋芳梨生産販売協同組合⇒大嶺酒造⇒日本名水
百選　別府弁天池⇒弁天会館⇒秋吉ファームガーデン。
秋吉台の麓に開けた秋芳地区は、梨づくりに適した恵ま
れた土壌、気象条件、そして何よりも生産者の梨づくりへ
の“こだわり”により、甘味と酸味のバランスの良い「秋芳
梨」が生み出されています。その秋芳梨選果場の作業風
景の見学と、今年4月にオープンした新施設・大嶺酒造で
は水にこだわった酒造蔵を見学します。■旅行代金：1人
7,100円■定員：23人（最少催行人数15人）■申し込み
方法：HP〔https://www.csr-tourism.jp/〕、電話〔宇
部市交通局：0836-31-2442〕※募集開始日および予
約状況等についてはHPをご覧ください。※申し込みの
前にHP掲載の注意事項一覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp　 
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

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

防府

9月14日（金）～17日（月・祝）

ふるさとの匠たち
第11回「腕前探訪」

時間／10:00～16：00（最終日は15：30まで）
今年もまた「匠」たちがアスピラートへやってくる! 工
芸作品から生活に密着した職人技、みごとな手仕事が
大集合。山口県内外で活躍する総勢31名の匠たちに
会える4日間。美味しいモノは日替わりで出店者が替
わりますので、何度でもご来場ください! ■料金：無料
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／秋吉台カルスト
　　　ロードレース特設コース

美祢

9月15日（土）

JBCF秋吉台カルスト
ロードレース

時間／8：20～16：00
日本最大級のカルスト台地を縦断する秋吉台カルスト
ロードレース。特設コースは１周29.5kmの周回。コース
は常にアップダウンが連続し、ゴール前には最大勾配
20％オーバーの激坂（通称：カルストベルグ）が選手を待
ち受けます。そのプロ選手たちの激しく競い合うレース
を観戦しませんか? ■料金：無料※コース周辺での観戦
問い合わせ先／All Yamaguchi Ride Festa 2018
実行委員会事務局（山口県観光スポーツ文化部スポーツ推進課
☎083-933-2435
美祢市観光商工部観光振興課
☎0837-52-1532

美祢

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

宇部

9月11日（火）

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

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

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

美祢

9月13日（木）

大人の社会派ツアー
「炭鉱の歴史
美祢を支えた
“黒”と新たな産業」

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

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

山口

9月9日（日）

やまぐち
歴史講座2018
講演会

時間／14:00～15:30
明治維新の先覚者「大村益次郎」に関する歴史講
演会を開催します。講師は山本栄一郎氏（山口歴史
研究会会長）です。「実録・大村益次郎」と題し、講
演いただきます。■料金：無料■定員：先着350人
問い合わせ先／山口市文化財保護課
☎083-920-4111
　bunkazai@city.yamaguchi.lg.jp 
□HP  http://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/143/

手塚良庵（手塚治虫『陽だまりの樹』から）ⓒ手塚プロダクション
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山陽
小野田

山陽
小野田

会場／セントコア山口
          山口市湯田温泉3-2-7
　　　中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

9月16日（日）

中原中也の会
第19回セミナー

時間／10:00～12:00

時間／セミナー9：45～12：30、パーティー13：30～17：45

KRY山口放送のアーカイブから大岡昇平出演番
組の映像を放映予定。その後、記念館にて学芸員
による展示解説。■入館料：一般320円、学生210
円、70歳以上・18歳以下無料
問い合わせ先／中原中也の会事務局
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

宇部

9月19日（水）

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

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

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

9月20日（木）

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

時間／9:00～16:30
ルート：（一財）建材試験センター西日本試験所⇒㈱花の海
⇒帆万里⇒山陽オートレース場バックヤード・レース観戦
⇒トロアメゾン。公営競技とともに歩む山陽地区の産業を
探訪。西日本エリア最大級の第三者試験機関である建材
試験センターを訪ね、建築物や土木構造物に使用される
材料等の品質性能検査の現場を見学します。注目は全国
に5場しかない公営オートレース場、山陽オートレース場
の裏側を現役選手の案内で見学し、普段は立ち入ること
ができない場所から迫力あるレースを観戦します。■旅行
代金：1人6,200円■定員：23人（最少催行人数15人）■
申し込み方法：HP〔https://www.csr-tourism.jp/〕、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／香山公園
          山口市香山町7-1

山口

9月15日（土）～17日（月・祝）、
10月14日（日）、21日（日）、
28日（日）

山口ゆらめき回廊

国宝瑠璃光寺五重塔がある香山公園内に約
1,000個のキャンドルライトを点灯。幽玄な雰囲気
の中、音楽コンサートやお茶会、紙芝居の上演など
も楽しめます。希望日前日までの申込みで、キャン
ドル点灯ボランティアとして参加することもできま
す。また、10月開催については、明治維新150年
記念として香山墓所側まで広範囲にキャンドルを
設置します。■9月15日～17日は18：30～21：
00、10月14日、21日、28日は18：00～20：30■
入園料：無料（イベントは一部有料）■申し込み方
法（キャンドル点灯ボランティア）：電話・FAX・メー
ルのいずれかで、大路ロビーまで■応募要件（キャ
ンドル点灯ボランティア）：個人・グループいずれも
可（中学生以下は保護者同伴）■申し込み期限
（キャンドル点灯ボランティア）：希望日の前日17：
00まで
問い合わせ先／【総合問い合わせ先】大路ロビー
☎083-920-9220
【当日問い合わせ先】香山公園前観光案内所
☎083-934-6630
□HP  http://www.ojilobby.sblo.jp/

会場／きらら交流館
          山陽小野田市焼野海岸

9月16日（日）

婚活イベント参加者募集!
「速攻型! すぐに使える
婚活セミナー」
「BBQ! で楽しく
婚活しませんか」

■対象：20～45歳の独身男女※住所は問いませ
ん。■「速攻型! すぐに使える婚活セミナー」9:45
～12:30（受付9:15～）初対面でも伝わる話し方や
婚活イベントの攻略法を伝授します。■「BBQ! で
楽しく婚活しませんか」13:30～17:45（受付
13:00～）きららビーチ焼野で海風に吹かれながら
楽しいカップリングパーティーです。■参加料：セミ
ナー500円、パーティー4,000円（どちらも当日徴
収）■定員：セミナー男女各15人、パーティー男女
各20人※応募多数の場合は抽選とし、結果は直接
本人に連絡します。■申し込み方法：（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）のHP
問い合わせ先／山陽小野田市役所企画政策課
☎0836-82-1130
□HP  http://rakuyori.com

会場／セントコア山口
          山口市湯田温泉3-2-7

山口

9月15日（土）

中原中也の会
第23回大会
「大岡昇平の
戦争と中原中也」

時間／13:30～17:00
作家・島田雅彦氏の講演「創造的チャランポラン」
（13：30～14：40）と、立尾真士氏、カニエ・ナハ
氏、蜂飼耳氏によるパネルディスカッションを開催
します。■参加費：500円
問い合わせ先／中原中也記念館・中原中也の会事務局
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/
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会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112

山口

9月29日（土）

十朋亭維新館
オープン

時間／12：00～17:00
山口市の幕末・明治維新を楽しく、わかりやすく学ん
でいただける場として、また、まち歩きの新たなス
ポットとして“十朋亭維新館”がオープンします。史跡
十朋亭や吉田松陰の兄、杉民治が開いとされる杉私
塾等が無料で観覧いただけます。また、本館展示室
（有料）では、プロジェクションマッピングの映像や貴
重な歴史資料を御覧いただけるほか、館内では、AR
アプリを使った維新の志士達との記念撮影などを楽
しんでいただけます。■料金：史跡十朋亭、杉私塾、萬
代家主屋、本館ガイダンスゾーンは観覧無料。本館展
示室のみ有料（高校生以上200円、小中学生100
円）■定員：80人程度■9月30日（日）以降は9:00～
17:00、休館日：火曜（祝日の場合は、祝日でない翌
日）・年末年始（12月29日（土）～1月3日（木））
問い合わせ先／
9月28日まで：山口市文化交流課 歴史文化のまちづくり推進室
☎083-934-4155　
　bunka@city.yamaguchi.lg.jp
9月29日以降：十朋亭維新館
☎083-902-1688
　jippotei@wind.ocn.ne.jp

会場／てんじんぐち多目的広場
          防府市八王子1-99

防府

9月29日（土）、30日（日）

第38回
防府市緑花祭

時間／9:00～15:00
まちを緑でいっぱいにする事を目的としたお祭りで
す。■料金：無料（会場内での購入は別途）■申し込
み等：会場内のイベントによって異なる。詳しくは
HPで。
問い合わせ先／防府市都市計画課公園係
☎0835-25-2435
　toshikei@city.hofu.yamaguchi.jp
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/30/

会場／美祢さくら公園
          美祢市大嶺町東分326-1

美祢

9月29日（土）

美祢ランタンナイト
フェスティバル

時間／15:00～21:00
台湾を代表するお祭り「台湾ランタンナイトフェス
ティバル」で使用される大小様々なランタンが、美
祢の街を鮮やかに彩ります。台湾料理や、美祢市の
特産品を使った商品も出店されます。
問い合わせ先／美祢ランタンナイトフェスティバル実行委員会
（一社）美祢青年会議所
☎0837-53-1666 

山陽
小野田

会場／英雲荘
          防府市お茶屋町10-21

防府

9月24日（月・振休）

観月会～夜マルシェ～

時間／17:00～21:00
中秋の名月に当たるこの日に、英雲荘で観月会を
行います。今年は、「夜マルシェ」が観月に彩を添え
る風雅な宴のひと時を演出します。なお、イベント期
間中は建物館内への入館は参加者の安全及び文化
財保護のため禁止します。※雨天中止■入場料：無
料※飲食等各種サービスには別途料金が必要
問い合わせ先／防府市文化財郷土資料館
☎0835-25-2237　FAX0835-23-4300

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

防府

9月26日（水）～30日（日）

防府市小中学校
科学作品展

時間／9:30～17:00（入館は16：30まで）
市内各小中学校から選ばれた、夏休みの科学作品
展です。それぞれどんな工夫がされているでしょ
う? ■入館料：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：会期中なし
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／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

宇部

9月27日（木）

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

時間／9:00～17:35
ルート：長州産業㈱⇒ソル・ポニエンテ⇒西部石油
㈱山口製油所⇒㈱パワーエンジニアリング・アンド・
トレーニングサービス（PET）⇒興産大橋⇒宇部興
産沖の山貯炭場（コールセンター）・6号岸壁。環境
への関心が高まり、注目されているクリーンエネル
ギー。太陽光で発電した電力だけを使って作った水
素を貯蔵する水素ステーション実証施設の見学を
します。またエネルギー産業の実態として巨大なタ
ンクが広がる石油精製工場や、中国電力の新宇部
発電所を利用し、現在は技術研修施設となっている
PETを見学。最後に国内最大級の石炭貯炭場と石
炭輸入施設を見学します。■旅行代金：1人7,300
円■定員：23人（最少催行人数15人）■申し込み方
法：HP〔https://www.csr-tourism.jp/〕、電話
〔宇部市交通局：0836-31-2442〕※募集開始日
および予約状況等についてはHPをご覧ください。
※申し込みの前にHP掲載の注意事項一覧をご確
認ください。 
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp　
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

9月22日（土）

講演会
「幕末「長州藩」
イメージの形成
―藩祖像を中心に―」

時間／10:30～12:00
企画展「長州藩のイメージ戦略―風説・人びと・歴
史像―」に関連して開催する講演会です。■料金：
無料■定員：先着50人■申し込み方法：電話または
メール■応募要件：①郵便番号②住所③氏名④連
絡先電話番号を歴史民俗資料館へ知らせる
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎（兼FAX）083‐924‐7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/

会場／英雲荘
          防府市お茶屋町10-21

防府

9月22日（土）～10月14日（日）

文化財×ART
「音連れ」

時間／9:30～16:30
国指定史跡三田尻御茶屋旧構内（英雲荘）を舞台
に、防府市を中心に活躍する若手芸術作家が歴史
的空間を作品で彩ります。今年のテーマは「音連
れ」。■入館料：大人300円、小中学生150円※割
引等適用対象：団体割引（20人以上）、障害者およ
び同行の介護者は無料■休館日：月曜（祝日の場合
は翌日）
問い合わせ先／防府市文化財郷土資料館
☎0835-25-2237　FAX0835-23-4300
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