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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

未来維新
光響ファンタジー
～明治維新
150年企画～

10月26日（金）～
11月4日（日）

山陽小野田市
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第18回竜王山ウォーク
10月14日（日）

萩市

風人雷人in萩

10月13日（土）、
14日（日）

津和野町

日本三大芋煮つわの
～芋煮と地酒の会～

10月21日（日）

山口市

湯田温泉酒まつり
10月7日（日）

防府市

山口ゆめ花博 防府市の日
10月8日（月・祝）宇部市
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ときわ
ハロウィンデー

10月28日（日）
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会場／英雲荘
          防府市お茶屋町10-21

防府

10月14日（日）まで

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等■休館日：月曜（祝日の場
合はその翌日）
問い合わせ先／防府市文化財郷土資料館
☎0835-25-2237　FAX0835-23-4300

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

10月21日（日）まで

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／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（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。■入場料：無料■休
館：火曜

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
に通じる人生を送り、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（介護人一人までを含む）■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／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

10月14日（日）まで

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年のときの山口の様
子も併せて紹介します。■料金：大人１００円※１８
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です■休館日：月曜（祝日の
場合はその翌日）
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/

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

10月21日（日）まで

おしごと展
～動物園の飼育員さん、
獣医さんって
何しちょるん！？～

時間／9:30～17:00
パネル展示や体験コーナー。■料金：無料■休館
日：火曜
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／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

10月14日（日）まで

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.html

手塚良庵（手塚治虫『陽だまりの樹』から）

撮影：山中慎太郎（Qsyum!）



0 2

2 0 1 8 . 1 0 _ O c t .

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112
　　　山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7
　　　山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

12月28日（金）まで

十朋亭維新館
オープン記念!
山口市の幕末・明治維新を
学ぼう! クイズラリー

時間／9：00～17:00（９月29日のみ12:00～）
十朋亭維新館、山口市菜香亭、山口市歴史民俗資料館
の3館を巡って、山口市における幕末・明治維新にちな
んだクイズに答えるイベントを実施します。参加者に
は、参加賞を配布するとともに、全問正解者の中から抽

問い合わせ先／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
十朋亭維新館
☎083-902-1688
　jippotei@wind.ocn.ne.jp

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

11月4日（日）まで

山口ゆめ花博連携イベント
ときわミュージアム「写真展」

時間／9:00～17:00
ときわミュージアム周辺と世界を旅する植物館の「植
物」をテーマに募集した写真の展示。■料金：無料■
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
　tokiwakouen@city.ube.yamaguchi.jp

会場／石炭記念館
          宇部市大字沖宇部254

宇部

1月21日（月）まで

石炭記念館
新収蔵コレクション展

時間／9:30～17:00
近年、石炭記念館の収蔵品として新たに仲間入りした
炭鉱関連資料をご紹介。■料金：無料■休館日：火曜
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551
　tokiwakouen@city.ube.yamaguchi.jp

会場／防府市内一円

防府

11月30日（金）まで

ほうふ 幸せます「まち博」

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■定員：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または電話■応募要件：「まち博」
公式HPからの申し込みの場合、フォームからご応募く
ださい。電話の場合、プログラム番号・プログラム名・参
加者の氏名・参加人数・連絡先電話番号をお伝えくださ
い。■申し込み期限：開催プログラムによって異なる
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／萩市内各所

萩

12月31日（月）まで

古地図でめぐる
萩まるごとクーポン2018秋

江戸時代の町並みが今も残る町「萩」を、古地図を
たどりながらまち歩き!市内の飲食店やおみやげ
店、観光施設など、対象の施設に古地図付きガイド
ブックを持っていくと、割引などの特典が受けられ
ます。お得に萩のまち歩きをお楽しみください。■
ガイドブック：300円 ■販売所：萩市観光協会ほか
問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  http://www.hagishi.com/event/coupon

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/
　korogaru-koen-park-commons/

会場／安野光雅美術館
          島根県鹿足郡津和野町後田60-1

津和野

12月12日（水）まで

安野光雅の
絵本の世界Ⅲ

時間／9:00～17:00
40年以上続く安野さんのライフワークである「旅の
絵本」シリーズから、アメリカ、スペインの旅を描い
た作品を展示します。他にも安野さんが「マッチ売り
の少女」を基にして作ったお話「かげぼうし」の挿絵
や、自身の思い出を描いた作品、情緒あふれる風景
画などもご紹介しています。皆様のご来館をお待ち
しています。■入館料：大人800円、中高生400円、
小学生250円■休館日：9月・12月の第2木曜
問い合わせ先／安野光雅美術館
☎0856-72-4155

会場／津和野町郷土館
          島根県鹿足郡津和野町森村ロ127

津和野

12月10日（月）まで

最後の津和野藩主
亀井茲監の生涯
―長州戦争と津和野藩―

時間／8:30～17:00
江戸時代末期、1864（元治元）年と1866（慶応2）年に
幕府軍と長州軍の間で2度の長州戦争が起こり、津和野
藩は浜田藩と長州藩に挟まれて苦境に立たされました。
藩主亀井家の記録「以曽志乃屋文庫」にはこの様子を
伝える古文書が多数残されています。本展ではこれらの
古文書から、藩主茲監が津和野を守るために取った行動
に迫ります。■入館料：大人400円、中高生300円、小学
生150円 ■休館日：火曜（祝日の場合は開館）
問い合わせ先／津和野町郷土館
☎0856-72-0300

撮影：山中慎太郎（Qsyum!）

選で、山口市のおいしいものをプレゼントします。■料
金：各施設の入館料①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）②山口
市菜香亭：高校生以上100円、小中学生50円③山口市
歴史民俗資料館：一般100円（18歳以下の方、70歳以
上の方、障がいがある方とその付添いの方は無料）■
休館日：十朋亭維新館、山口市菜香亭は火曜、山口市歴
史民俗資料館は月曜（祝日の場合は祝日でない翌日）
■申し込み方法：クイズラリーカードは各館に設置

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

4月14日（日）まで

企画展Ⅱ「文士の肖像
―林忠彦写真展」

時間／9:00～18:00
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会場／山口県立萩美術館・浦上記念館
          萩市平安古町586-1

萩

10月2日（火）～11月25日（日）

特別展示
「彫金のわざと美
山本晃の詩想と造形」

時間／9:00～17:00（入場は16:30まで）
　　　会期中、毎週金曜日は19:00まで（入場は18:30まで）
光市在住で金工作家の
山本晃は、｢接合せ｣｢切
嵌象嵌｣と呼ばれる複雑
で高度なわざで、金属と
いう硬い素材を巧みに使
い、豊かな詩情世界を表
現しています。2014（平
成26）年に重要無形文
化財｢彫金｣の保持者に
認定され、一層深まる山
本の作品の魅力を初期
作品から最新作までの約
140点で紹介します。■料金：一般1,000円（800円）、
70歳以上の方・学生800円（600円） ■休館日：10月
15日（月）、29日（月）、11月12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/

山口

10月4日（木）～11日（木）

都市景観パネル展

会場／山口市内（大殿、白石、湯田地区）

山口

10月1日（月）～31日（水）

山口お宝展

今年は明治改元から数えて150年という記念すべ
き年です。そこで、維新の策源地となった山口の建
造物やお宝を一挙公開する「山口お宝展」を開催
します。■時間・料金・休館日：施設により異なる

問い合わせ先／明治維新150年記念事業実行委員会
☎083-925-2300
□HP  http://otakaraten.com/

問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282
　museum@city.ube.yamaguchi.jp

会場／萩市内各所

萩

10月1日（月）～21日（日）

着物ウィークin萩
プレミアム

時間／10:00～17:00
「世界遺産の城下町・萩」
を着物で散策♪ 古の城下
町の町並みを今もとどめ
世界遺産にも登録された、
風情漂うまち・萩。その町
並みに似合う“着物”を着
て、まち歩きを楽しんでい
ただくイベントです。着物
はレンタルできます（有
料）。他にも「和の学び舎」
や写真撮影＆プレゼントな
ど、萩ならではの着物体験ができます。本年まで特別
に期間を延長して約3週間の開催となります。
問い合わせ先／着物ウィークin萩実行委員会（萩市観光協会内）
☎0838-25-1750
□HP  http://www.hagishi.com/event/kimono08

会場／防府市地域交流センター
　　　（アスピラート）
　　　2階リハーサル室および
　　　3階音楽ホール
          防府市戎町1-1-28

防府

10月1日（月）、8日（月・祝）

チェンバロ講座
～触ってみよう!
大人コース（高校生以上）

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1
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
支払い頂きます。■定員：先着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。申し込み用紙はアスピラート
HPからもダウンロードできます。■応募要件：高校
生以上、興味のある人すべて対象
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5151　FAX0835-26-5111 （アスピラート）
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃aspi-111/

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

10月1日（月）～11月4日（日）

第28回UBEビエンナーレ
（現代日本彫刻展）
応募作品展
野外彫刻のための
作品模型とドローイング展

時間／10:00～17:00（入場は16:30まで）
世界各国のアーティストから寄せられた野外彫刻のた
めの作品プランをすべて公開する展覧会です。これま
での10分の1サイズの彫刻模型に加えて、今回から新
たに、ドローイング（線描写など）や模型写真の応募が
可能となり、多彩な作品プランをご覧いただけます。こ
の中から選考された15点が、来年秋に約10倍の野外
彫刻になって、UBEビエンナーレ彫刻の丘に展示され
ます。■料金：無料■休館日：火曜

周南市出身の写真家・林忠彦の生誕100年を記念
して、中原中也と同時代の文学者の写真を中心に
展示します。■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/

津和野

会場／津和野町内飲食店・お菓子屋さん
          

10月1日（月）～21日（日）

津和野の里の栗まつり

町内各所の飲食店さん
やお菓子屋さんで『つ
わの栗』を楽しんで頂
ける『津和野の里の栗
まつり』。毎年多くのお
客様が、『つわの栗』を
楽しみにご来町されま
す！ 人気のお店では、
早々に売り切れになる
場合もございますの
で、ご来町の際にはお
先にお店へご連絡され
ることをオススメ致します！ 皆様のご来町お待ちし
ております♪
問い合わせ先／津和野町商工観光課
☎0856-72-0652
□HP  http://tsuwano-kanko.net/
　info/【イベント】津和野の里の栗まつり/

10月1日（月）～1月31日（木）

萩まちじゅう
フォトコンテスト2018

萩版DMOでは、萩市内で撮影された、「美しい、美味
しい、楽しい」新魅力発見をテーマとした写真を募集
します。景観、人、物産（モノ）、行事（コト）など萩市の
魅力を伝える写真を募集します。■募集作品：デジタ
ルカメラ、スマートフォンなどで撮影された画像（デジ
タルカメラ、スマートフォンなどで撮影された画像（デ
ジタルカメラ、スマートフォンなどで撮影された画像
（カラー、モノクロいずれも可、セピアなどは不可、合
成加工されたものは不可）①四つ切サイズで出力され
た作品（応募表を記入の上、裏面に貼り付ける）②電
磁画像データ（データ（ JPEG 形式で 10MB 以内 、
データイトルを 、データイトルを応募表タイトルに揃え
る）※①および②の双方提出が必須。■賞：①グランプ
リ1点（賞状・金10万円）②地域紹介賞10点程度（賞
状・金3万円）※入賞は、原則として一人１作品。■料
金：無料■申し込み方法：不出力された作品（写真1点
ごとに応募表を記入し裏面貼付）は郵送または持参。
電磁画像データ（タイトルを応募表に揃え）は、専用
メールアドレス（photo2018@hagishi.com）へ申し
込みください。両方が完了し、応募受付となります。
問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750

萩
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会場／田町商店街
          萩市田町

萩

10月5日（金）～8日（月・祝）

第21回萩・田町萩焼まつり

時間／10:00～18:00
　　　8日は10:00～17：00
田町商店街アー
ケードの路上や
空き店舗を利用
して、萩焼即売を
中心とした多彩
な行事が行われ
ます。萩焼即売
会、萩の名産・物
産展、抽選会等
■料金：無料
問い合わせ先／萩市田町商店街振興組合連合会
☎0838-26-2201

会場／萩城城下町周辺

萩

10月5日（金）～7日（日）

萩・竹灯路物語

時間／18:00～21:00
萩博物館から城下町周辺にかけての総延長約
1km強の通りに約4,000本の竹灯籠が立ち並びま
す。竹の中で揺れる炎で江戸情緒あふれる歴史の
町並みがぼんやり照らし出され、趣たっぷりの夜が
楽しめます。「世界遺産の城下町・萩」の夜の幽玄
の世界をお楽しみください。■料金：無料
問い合わせ先／萩・竹灯路物語実行委員会（萩市観光課内）
☎0838-25-3139
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=900030

時間／9:45～14:00
アキヨシアザミをはじめとした秋に咲く秋吉台の草
花の観察会です。■料金：大人2,000円、小人
1,500円■定員：20人（最少催行人員：10人）■申
し込み方法：電話・FAX・メールのいずれか
問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115　FAX0837-62-0899
　info＠akiyoshidai.com

会場／山口きらら博記念公園
　　　山口ゆめ花博会場内
　　　森のピクニックゾーン
          山口市阿知須509-50
時間／4日のみ10：30～21:00
　　　以降9:00～21:00
中国地方の市町の魅力あるまちなみをパネル展示により
紹介します。10月4日（木）は10:30から記念イベントを
開催し、もちまき、中国地方の市町によるわがまちPR、
土居神楽舞保存会（山口市阿東嘉年）による演舞が行わ
れ、ゆるキャラがステージに勢ぞろいします。また、同日、
アンケートに御協力いただいた100人の方に抽選でプレ
ゼントがあります（天候により、内容の変更や中止となる
場合があります）■入場料：無料（ただし、山口ゆめ花博
会場内のため、博覧会入場券が必要となります）
問い合わせ先／山口市都市計画課
☎083-934-2831
　toshi@city.yamaguchi.lg.jp

美祢

10月6日（土）

秋吉台の植物観察会
「草原特有の草花と
固有種アキヨシアザミ」

会場／長者ヶ森駐車場
          美祢市秋芳町秋吉台長者ヶ森駐車場

山陽
小野田

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

10月5日（金）～11月25日（日）

明治150年特別展
「幕末維新という時代～
厚狭毛利家家臣
二歩家の記録」

時間／9:00～17:00
二歩家に遺された「二歩家文書」を中心に幕末から
明治にかけての歴史やその時期に本市で何が起き
ていたのかを紹介します。新たな時代に対応する武
士の姿から、幕末維新期を改めて考えます。■入場
料：無料■休館日：月曜（10月8日（月・祝）は除く）、
10月9日（火）、11月6日（火）※期間中は祝日は臨
時開館します。※11月7日（水）から展示資料の一
部を入れ替えます。
問い合わせ先／山陽小野田市歴史民俗資料館
☎0836-83-5600
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/rekimin/

会場／ときわ動物園クモザル展示場前
          宇部市則貞3-4-1

宇部

10月6日（土）

動物おたんじょう会
ジェフロイクモザル

時間／14:00～
昨年10月に生まれたモミジのお祝いと、10月生ま
れの他の動物を紹介します。同じ誕生月の参加者
にはオリジナル缶バッジをプレゼント！ ■料金：無料
（動物園入園料が別途必要）
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541
　info@tokiwa-zoo.jp

問い合わせ先／萩市地域おこし協力隊
☎080-1638-4450（吉田）

会場／防府市公会堂
          防府市緑町1-9-1

防府

10月6日（土）

さかなクントークショー
～さかなクンの
ギョギョッとびっくり
お魚教室!～

時間／14:00～
東京海洋大学名誉博士・客員准教授のさかなクン
が、お魚や海と環境などについて、クイズを交えて
わかりやすく解説! お魚愛が止まらないさかなクン
の楽しいトークショーです。■入場料:全席指定　
一般2,500円、中学生以下1,000円※財団会員
500円引※3歳未満のひざ上鑑賞は無料■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／素水園
          萩市堀内、田中大将の銅像公園

萩

10月6日（土）

ちるバル2018
～竹灯路物語 特別企画～

時間／16:00～21:00
竹灯路物語にあわせて、バルイベントを開催します。
こだわりのお店が15店舗。軽く飲んでつまんで、秋
の夜長、ゆっくりお楽しみください。■入場料：無料

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

10月6日（土）～8日（月・祝）

YCAMオープンラボ
2018
「グッドセンスなラボ」
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会場／マツダ（株）美祢自動車試験場
          美祢市西厚保町字長尾1173-1

10月7日（日）

【LA FESTA DELLA
AUTOMOBILE
CLASSICA 2018】
MAZDA COLLEZIONE

時間／9:00～16:00
日ごろ入場できないマツダ㈱美祢自動車試験場内で行
う車好きの為の祭典です。名車・旧車・新車展示から、自
分の愛車でコースを走る愛車走行会です。今回の目玉
は787Bの走行! 寺田陽次郎さんのトークショー他盛り
沢山! ■入場料：車1台：500円、2輪1台：200円
問い合わせ先／美祢市商工会青年部
La Festa della Automobile Classica実行委員会
☎0837-62-1395　FAX0837-62-1395
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃t_kazuto/

会場／琴崎八幡宮バス停集合
          宇部市琴崎町

宇部

10月7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
御田屋（福原邸跡）、大歳神社跡、申田彦、教念寺、松
月庵（院）、一里塚跡、渡りの石橋、渦橋、琴崎八幡宮
を巡ります。（東コース約4km）■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：10月5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／山口市竪小路、一の坂川周辺

山口

10月7日（日）

アートふる山口

時間／10:00～16:00
アートふる山口は今年で第23回目を迎えます。山
口市の中心部一の坂川、竪小路、大殿大路界隈の
風情ある町並みの中で、古い物や珍しい物、手作り
作品を展示・販売します。山口のまちの良さを再発
見し、みんなで楽しむ地域住民による手作りのイベ
ントです。■料金：無料
問い合わせ先／アートふる山口実行委員会事務局（大路ロビー内）
☎083-920-9220
□HP  http://artfull.sblo.jp/

会場／山口市湯田温泉井上公園周辺

山口

10月7日（日）

湯田温泉酒まつり

時間／11:00～17:00
山口県内21の酒造が湯田温泉に集結します。会場
では利き酒チケットとおちょこを交換、各蔵自慢の
日本酒の飲み比べを楽しめます。当日はお酒だけで
なく、湯田温泉の飲食店を中心に出展されたグルメ
ブースも充実しています。■料金（チケット代）：前売
り1,500円、当日2,000円■チケット販売所：参加
酒造、協力酒店、飲食店、狐の足あと、イープラス

美祢

昨年に引き続き開催する「YCAMオープンラボ」は、
トークイベント、展示、ライブコンサート、映画上映などを
通じて、YCAMの研究開発活動を体験できるイベントで
す。今年のオープンラボは、開館以来YCAMのあらゆる
事業を支え特徴づけてきた「ラボ」に着目します。これま
でYCAMは、「メディアの可能性」を切り開くべく、既成
概念にとらわれず常に思考や手法を変化し続け、その結
果、多方面で高い評価を得てきました。変化の激しい現
代社会で、常に挑戦し続けてきたYCAMの活動には、開
館15周年を迎えるYCAMの今年のテーマである「グッ
ドセンス」が含まれているはずです。今年は「グッドセン
ス」とともに活動し世の中に影響を与えてきたラボを招
き、ラボから広がる創造性や未来について語り合いま
す。■料金：無料（10月6日（土）のライブのみ入場料：前
売り／一般3,000円、any会員、特別割引2,500円、25
歳以下2,000円、当日／一律3,500円）■定員：各イベ
ントにより異なる■申し込み方法：HPからのお申し込み
（https://special.ycam.jp/openlab/）または、
YCAM1階チケットインフォメーションにて直接お申し込
み。※事前申込優先、空席があれば当日参加も可能■チ
ケット販売所：YCAM1階チケットインフォメーション
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/ycam-openlab/

撮影：古屋和臣

会場／萩・明倫学舎
          萩市江向602

萩

10月7日（日）

維新150周年ソレイユコンサート
「萩・明倫学舎」秋の古都を彩る
クロスオーバーミュージック

時間／11：00～、13：00～
山口県を中心に県外でも活躍している、「ソレイユトリオ」
による、クロスオーバーミュージックの演奏■料金：無料
問い合わせ先／NPO萩明倫学舎
☎0838-21-0304

会場／道の駅「ゆとりパークたまがわ」
          萩市下田万2849-1

萩

10月7日（日）

道の駅開業記念祭

時間／9:00～15:00
リニューアルオープンして初の開業記念祭。利きリ
ンゴ世界選手権INたまがわ、ステージイベント、飲
食物販売など■料金：無料
問い合わせ先／道の駅「ゆとりパークたまがわ」
☎08387-2-1150

会場／弥富グラウンド・旧弥富中学校校舎、
　　　弥富体育館
          萩市大字弥富下4088

萩

10月7日（日）

手作りそばの花まつり

時間／9:30～15:00
弥富特産の十割手打ちそばを中心に農産物、加工
品等の即売のほか、ステージでは龍神太鼓、神楽、
カラオケ、小学生による劇など。■料金：無料
問い合わせ先／弥富むらおこし会
☎08387-8-2044

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

宇部

10月7日（日）、8日（月・祝）

TOKIWA花フェスタ

時間／10:00～16:00
ミニ花壇コンテストや花で作ったハートのオブジェ
展示、ミュージックステージや花と植物を使った
ワークショップなど※10月8日（月・祝）は、門脇竜
也（日本庭園由志園常務取締役）と小山内健（京阪
園芸ローズソムリエ）の対談「ボタンとバラの魅
力」も開催■料金：無料
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

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

山口

10月7日（日）

図書館で落語を楽しもう！

時間／11:00～12:10
山口大学落語研究会による大人も子どもも楽しめ
る落語会です。大きな声で、思い切り笑ってみませ
んか？ ■第１部：大人も子どももご一緒に。時間：
11:00～11:30■第２部：本格落語を楽しもう！ 時
間：11:35～12:10■入場料：無料■定員：100人
問い合わせ先／山口市立中央図書館
☎083-901-1040
□HP  http://www.lib-yama.jp
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会場／防府市地域交流センター
　　　（アスピラート）2階展示ホール
          防府市戎町1-1-28

防府

10月11日（木）～11月11日（日）

アスピラート開館２０周年、
八幡学園開園９０周年
yab周南２５周年
記念企画 山下清展
～山下清とその仲間たち～

時間／10:00～17:00（入場は16:30まで）
千葉県市川市にある知的発達障害児入園施設「八
幡学園」。「放浪の天才画家」「裸の大将」などと称
され、誰もが知る画家・山下清（1922～71年）が、
貼絵と出合い才能を開花させ、全国を旅しつつ帰
る場所だったのは、この小さな学園でした。今回は
開園90周年を記念して、八幡学園の所蔵する山下
清作品のうち、学園に入学した12歳の頃に制作し
た作品から画家として最も脂ののっている時代の

問い合わせ先／湯田温泉酒まつり実行委員会
☎050-5309-3503
□HP  https://www.facebook.com/yudasakematsuri

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

10月7日（日）

第8回防府弦楽合奏団
定期演奏会

時間／14:00～16:00
アスピラート設立から発足し、これまで多くの活動
を行ってきた弦楽合奏団の2年に1度の定期演奏
会が開催されます。クラシック音楽や数々の有名な
映画音楽など幅広い音楽をお届けします。弦楽に
あったホールの音響とともに、弦楽合奏ならではの
ステージをお楽しみください。■料金：自由席500
円（当日100円高）※小学生以下無料（要整理券）
■申し込み方法：アスピラート窓口■チケット販売
所：アスピラート、防府市公会堂、防府弦楽合奏団
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/

津和野

会場／英雲荘
          防府市お茶屋町10-21

防府

10月7日（日）

英雲荘 文化芸術祭

時間／13:00～19:30
■山口大学五島淑子先生による日英饗応料理講演・
会。13：00から。明治150年を記念して実施された
日英饗応料理の再現に監修として参加された五島先
生が、明治維新の主要地でもある英雲荘で饗応料理
にまつわる講演を行います。※料理の提供はありま
せん。■紅茶淹れ方講座・接待。15：30から歴史的空
間で紅茶を楽しむ。英雲荘の秋の景色と紅茶の香り
が優雅なひと時を誘います。紅茶専門店ロゼ・ブルー
さんによる紅茶の淹れ方講座もあります。料金400
円■サックス四重奏コンサート＆生演奏に合わせて
森本さんによるミニデモンストレーション。18：00か
ら。山口県出身４人組サックスグループ「Patorie 
Saxophone Quartet（パトリサクソフォンカルテッ
ト）」によるコンサートを開催します。そして、この生
演奏に合わせてフラワースペースＣｏ－ｃｏの森本さ
んが華麗に花を生けこみます。■入館料：大人300
円、小中学生150円※割引等適用対象：団体割引
（21人以上）、障害者および同行の介護者は無料
問い合わせ先／防府市文化財郷土資料館
☎0835-25-2237　FAX0835-23-4301

会場／鷗外記念館２階会議室
          島根県鹿足郡津和野町町田イ238

10月7日（日）

森鷗外「礼儀小言」を読む

時間／13:30～15:00
数年前から「終活」という言葉や考えが定着してき
ましたが、100年前に鷗外はいわゆる終活につい
ての文章を発表していました。現代を生きる私たち
に通じる問題について、文章を紐解きながら考えま
す。講師は森鷗外記念館館長の山崎一穎氏。ご来
館、お待ちしております。■料金：無料■休館日：月
曜（祝日の場合はその翌日）
問い合わせ先／森鷗外記念館
☎0856-72-3210

山陽
小野田

会場／山口きらら博記念公園
　　　山口ゆめ花博会場内
          山口市阿知須509-50

防府

10月8日（月・祝）

山口ゆめ花博 防府市の日

時間／9:00～12:00
山口ゆめ花博の会場内で行われる防府市のイベン
トです。Yamakatsuのライヴやお笑い講世界選手
権デモンストレーションもちまき、花苗の無料配布
などを行います。■料金：山口ゆめ花博の入場料大
人1,200円・高校生800円・小中学生600円※割
引適用対象:７０歳以上、身体障害者手帳等の交付
を受けている方並びにその介護者１人（常時介護
者に限る）、生活保護受給者、８人以上の団体
問い合わせ先／防府市都市計画課公園係
☎0835-25-2159
　toshikei@city.hofu.yamaguchi.jp

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

10月8日（月･祝）、11月7日（水）

明治150年特別展
「幕末維新という時代～
厚狭毛利家家臣
二歩家の記録」
学芸員によるギャラリートーク

時間／10:00～（40分程度）
山陽小野田市歴史民俗資料館の学芸員が講師とし
て、ギャラリートークを開催します。※11月7日（水）
から展示資料の一部が入れ替わります。併せてギャ
ラリートークの内容も変わります。■聴講料：無料
問い合わせ先／山陽小野田市歴史民俗資料館
☎0836-83-5600
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/rekimin/

会場／恩田運動公園一帯
          宇部市恩田町4
　　　アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

10月8日（月・祝）

スポーツコミッション
フェスタ

時間／10:00～15:30
スポーツの「楽しさ」「面白さ」を発信し、誰もがで
きるスポーツや健康づくりのプログラムを多数実
施します。家族そろって新しいスポーツが楽しく体
験できるイベントです。飲食ブースの出店、ポイン
トラリーも開催します。■申し込み方法：一部イベン
トは事前申し込みが必要
問い合わせ先／宇部市スポーツコミッション事務局
☎0836-34-8629
□HP  http://ube-sc.jp/festa/

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

10月8日（月・祝）

企画展Ⅱ「文士の肖像
―林忠彦写真展」
関連イベント
展示解説～文士篇～

時間／14:00～14:30
学芸員が撮影された文学者について解説します。
■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/
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会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

10月13日（土）～12月2日（日）

企画展「常識を打ち砕け!
自由への誘い
～自由律という名のルール～」

時間／10:00～18:00

今回の企画展では、明治期に確立した近代の定型
俳句から自由を求めて、「自由律俳句」が確立され
ていった時代の作品を展示します。初めて定型俳
句の制約を破った「新傾向俳句」の時代と、雑誌
『層雲』が中心となってさらなる自由を求めた時代
に分け、それぞれの時代で山頭火や同時代の俳人
が作った新しい形の俳句や、新しい俳句論などをご
紹介します。明治150年の今年、俳句の世界にお
ける変革をぜひご覧ください。■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
（介護人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／防府市公会堂
          防府市緑町1-9-1

防府

10月13日（土）、14日（日）

第49回防府市民文化祭
「盆栽展」

時間／9:00～15:00
防府盆栽連合会による作品展。■料金：無料
問い合わせ先／防府市文化協会
☎0835-26-6841

会場／明神島運動公園
          萩市川上

萩

10月13日（土）～11月25日（日）

萩・長門峡観光遊覧船
秋期運航

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

会場／山口宇部空港
          宇部市大字沖宇部625-17

宇部

10月13日（土）

山口宇部空港
「空の日」記念
フェスティバル

時間／9:00～16:00
JAL KIDS STUDIO＆PARK▽ANA制服試着写
真撮影会▽スターフライヤー空の日▽謎解きミス
テリーチョーコクンの憂鬱▽バスの乗り方教室▽
おんだ翼空港まつり▽親子で航空隊員に大変身▽
ガラポン抽選会▽消防防災ヘリコプター「きらら」
展▽救助訓練▽似顔絵コーナー▽バンド演奏、ハ
ンドベル演奏会、アルプホルン演奏、フラダンス、
マリンバアンサンブル▽飲食出店■開催時間はイ
ベントにより異なります■料金：無料
問い合わせ先／「空の日」実行委員会
☎0836-21-5841

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/

作品まで、貼絵を中心に油絵、鉛筆画など多岐にわ
たる清の画業を紹介します。八幡学園には子どもた
ちの才能を開花させる優れた環境がありました。
「花火」で有名な清が15歳で初めて制作した「江
戸川の花火」（1937年）、最高傑作と名高い「両国
の花火」（1955年）、有名な「放浪日記」のほか、
「学園日誌」や自筆の習字などは学園だけが持つ
貴重なコレクションです。また清と同時代に学園に
在籍した3人―当時の画壇で「天才」と騒がれたも
のの現在のアートシーンでは忘れ去られた存在と
なっている、石川謙二（1926～52）、沼祐一
（1925～43）、野田重博（1925～45）の作品も併
せて紹介します。これほどの規模で公開されるの
は、山口県では初めてのことです。■料金：一般
650円（600円）※高校生以下無料※（ ）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
の付き添いの方は1人まで無料（要証明）※財団会
員は当日券・前売券価格から各100円引き（会員割
引は1個人会員につき1枚・法人会員は2枚、1回の
み。取り扱いはアスピラート・防府市公会堂のみ）■
休館日：火曜■チケット販売所：前売券取扱：アスピ
ラート（10月10日まで）、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63457）

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

10月13日（土）

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」
ギャラリートーク

時間／14:00～
特別展「手塚治虫が描いた明治維新」を担当学芸
員が展示解説します。■料金：無料（要観覧料）
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447

会場／恵美須ケ鼻造船所跡
          萩市中小畑

萩

10月13日（土）

恵美須ケ鼻造船所跡の
発掘調査現地見学会

時間／10:00～11:30
世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産　製鉄・
製鋼、造船、石炭産業」の構成資産の一つとなって
いる「国指定史跡　恵美須ケ鼻造船所跡」で現在
実施中の発掘調査の現地見学会を開催します。今
年度は昨年度に引き続き、丙辰丸および庚申丸の
造船場跡の調査を進めています。調査終了後は、
遺構保護のため埋め戻します。この機会にぜひ発
掘調査の様子をご覧ください。※動きやすい服装・
履物でお越しください。■料金：無料

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

10月13日（土）、14日（日）

ONOフェス

時間／13日 15:00～21:00
　　　14日 10:00～15:00
■両日開催：アウトドアフェス、各団体による音楽ス
テージ、キャンプ体験■13日のみ開催：BBQ（有
料）、鮎のつかみ取りほか■14日のみ開催：カヌー・
クラフト体験、地域特産品バザー、小野スイーツプ
ロジェクトほか■料金：無料
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111
　actvillageono@gmail.com

会場／13日 西の浜（石彫公園横）
          萩市大字堀内
          14日 萩博物館前庭
          萩市大字堀内355

萩

10月13日（土）、14日（日）

風人雷人in萩

時間／13日（土）16：00～17:00、
　　　14日（日）15：30～16:30
Dragon Ash のダンサーATSUSHIさん（舞踏）と
中村達也さん（太鼓）によるユニット「風人雷人」の
萩講演を開催。■料金：無料

お　  の

問い合わせ先／萩市文化財保護課
☎0838-25-3654
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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

10月14日（日）

第23回萩・魚まつり

時間／9:30～15:00
山口県北部地区最大規模のお魚イベント。地元萩市民
はもちろん、萩沖日本海のお魚が格安とあって、県外か
らのお客様も大勢お越しになります。萩の地魚やブラン
ド魚の無料試食、漁師のおかみさん手作りの「ふぐ鍋」

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

山陽
小野田

会場／きらら交流館
          山陽小野田市焼野海岸

10月14日（日）

第10回
きらら交流館まつり

時間／10:00～16:00
■内容：イベントステージ、飲食コーナー、体験コー
ナー、もちまきなど■入場料：無料
問い合わせ先／きらら交流館
☎0836-88-0200
□HP  http://www.kirara-k.jp/

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

美祢

10月14日（日）

秋吉台エコツアー
秋吉台山焼き火道切り

時間／9:00～13:30
早春の風物詩“秋吉台山焼き”。山焼き時に隣接する山
林の延焼を防ぐ防火帯を作ります。■参加料：1,500
円■定員：20人（最少催行人数10人）■申し込み方
法：電話またはHP■申し込み期限：10月9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

会場／萩・明倫学舎、萩博物館、
　　　木戸孝允旧宅

萩

10月13日（土）、14日（日）

明治維新150年記念
第2回
ふるさと紙芝居
全国大会in萩

県内外の紙芝居団体等が「維新胎動の地・萩」で各
地の紙芝居を上演します。■料金：無料
問い合わせ先／山口県観光連盟
☎083-924-0462

問い合わせ先／T&Mコーポレーション
☎0838-26-2088

会場／萩明倫センター駐車場
          萩市大字江向602

萩

10月14日（日）

2018クラシックカー
フェスティバルin萩

時間／9:00～15:00
全国から、日本、海外のクラシックカーやクラシック
バイクが大集結する、「～萩城下町・着物＆車フェス
ティバル～2018 Classic Car Festival in 萩」が
萩・明倫センター駐車場（萩・明倫学舎側）で開催さ
れます。当日は、「大もちまき大会」や「じゃんけん
大会」など参加できる催しもあります（13:00か
ら）。さらに、着物ウィークin萩とのスペシャルコラ
ボ企画、「着物の方限定のクラシックカーによる萩
城下町、菊ケ浜など市内ドライブ体験・写真撮影」
も実施。ドライブ体験・写真撮影に参加された方に
は、シークレットプレゼント（萩にしかないプレゼン
ト）もあります。
問い合わせ先／クラブノスタルジア
☎090-6410-6754　玉井
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/site/
　meiringakusha/news11.html

会場／道の駅「萩・さんさん三見」
          萩市三見1028-2

萩

10月14日（日）

道の駅「萩・さんさん三見」
「秋の収穫祭」

時間／10:00～15:00
西城柿や新鮮な秋野菜の販売、新米のすくいどり
（１回100円、先着100人）、餅つき体験、屋台出店
など。■料金：無料
問い合わせ先／道の駅「萩・さんさん三見」
☎0838-27-0041

宇部

10月14日（日）

まちなかWAKUWAKU
フェスタ

山陽
小野田

会場／きららビーチ焼野集合
          山陽小野田市焼野海岸

10月14日（日）

第18回竜王山ウォーク

時間／9:00～
歴史と豊かな自然に恵まれた竜王山。秋の風を感
じながら歩いてみませんか。■内容：15kmコース、
7kmコース。各コース完歩後は「きらら交流館まつ
り」に合流。完歩賞もあります! ■持参するもの：弁
当、飲み物■参加料：大人500円、小・中学生300
円■申し込み方法：本山公民館、市民館仮設事務
所、有帆公民館、高千帆公民館、高泊公民館、須恵
公民館、赤崎公民館、厚狭公民館、出合公民館、厚
陽公民館、埴生公民館窓口または電話※小雨決行
■申し込み期限：10月5日（金）
問い合わせ先／本山公民館
☎0836-88-2001

や「さざえめし」などの販売、萩海上保安署巡視艇「は
ぎなみ」一般公開、もちまきなどイベント盛りだくさん。
山口県豊魚祭も合同開催。雨天決行。■入場料：無料
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美祢

10月19日（金）

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」

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

防府

10月16日（火）～12月2日（日）

ソラール開館20周年記念企画展
「ネイチャーテクノロジー展
～自然のミカタ×未来のミカタ～」

時間／9:30～17:00（入館は16：30まで）

時間／18:00～20:30

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／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

10月14日（日）

花神子社参式

時間／14:00～
その年の御神幸祭に奉仕する大、小行司が、無事
奉仕出来るために、一夜づくりの御酒を未婚の童
女に奉献させる社参式です。童女（花神子）は、色
彩あでやかに着飾り、古代行列は絢爛そのもので
す。毎年10月の第2日曜日に、JR防府駅てんじん
ぐちのアスピラート前から防府天満宮までの通りで
行われます。■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／松田農園
          防府市大字西浦279
　　　JA観光農園 ※11月中旬まで
          防府市大字西浦1435

防府

10月中旬～12月上旬

みかん狩り

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：時価で■JA観光農園：
中学生以上400円、3歳～小学生300円 ※20人以
上の団体1割引。持ち帰り料金：300円/kg■申し込
み方法：松田農園内の食事については、電話で要予約
問い合わせ先／松田農園
☎0835-29-0252
JA観光農園
☎0835-29-0030

【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／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625
時間／8:50～16:50

会場／平和通り（シンボルロード）
          宇部市中央町
時間／11:00～15:00
平和通りを歩行者天国にして、肉料理を中心とした
地元店の料理コーナーや、企業・学校・団体による
ワークショップなどのイベントを開催します。■料
金：無料
問い合わせ先／宇部市コンパクトシティ・共生型包括ケア推進グループ
☎0836-34-8468

会場／香山公園
          山口市香山町7-1

山口

10月14日（日）、
21日（日）、28日（日）

山口ゆらめき回廊

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

10月18日（木）

ハーブを楽しむ会
パンを焼いてみよう

時間／12:00～16:00
サニーブレッド、ハーブチーズスティックの2種類の
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■料金：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：10月15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／大殿地域交流センター
          山口市大殿大路120-4

山口

10月18日（木）、25日（木）

山口大学公開講座
「デジタルカメラ
使いこなし講座」

時間／13:00～16:30
「デジタルカメラは買ったけどあまり使っていない」
「思い通りに写真が撮れない」という方を対象にし
た、デジタルスチルカメラの撮影原理や特徴を学び、
カメラに合った撮影方法などを解説する講座です。■
受講料：4,800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：10月4日（木）
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/

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し込みで、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。■入園料：無料（イベントは一部有料）■キャ
ンドル点灯ボランティア申し込み方法：電話・FAX・
メールのいずれかで、大路ロビーまで■応募要件：
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：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

無駄や無理のない“自然（ネイチャー）”に学んだ、暮
らしや環境に優しく快適なものづくり“技術（テクノ
ロジー）”を大公開します。身近な生物・植物とそれ
を参考にして開発された技術を並べて展示し、自然
のすごい！と技術のスゴイ！を実感していただけま
す。また、防府市内の企業の注目すべきものづくり
技術について紹介する「防府のスゴイものづくり技
術」展示もあります。なお、本展は、防府市の企業

版ふるさと納税を活用した事業です。■入館料：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：会期中なし
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会場／ルルサス防府2階多目的ホール・
　　　わっしょい広場
          防府市栄町1-5-1

防府

10月20日（土）

（公財）防府市文化振興財団
設立20周年記念
「第28回
防府図書館まつり」

時間／10:00～15:30
愛情防府フリーマーケットと同日開催しておりま
す、防府図書館最大のイベントです。わっしょい広
場では移動図書館車「わっしょい文庫」による図書
貸出サービスや読書相談・小展示、大井しげるさん
による「笑文字（えもじ）」コーナー、生涯学習サー
クル・社会福祉団体等のバザー、おはなし会等読書
イベントとご家族皆様で楽しめるイベントが目白押
し。多目的ホールでは、例年大盛況の古本リサイク
ル市を開催します。防府図書館で活動中のサーク
ル活動等紹介展示も行いますのでご覧ください。
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-22-0780（防府図書館）
　info@library.hofu.yamaguchi.jp
□HP  http://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

会場／山口市小郡文化資料館
　　　「ふるさとの歴史の部屋」
          山口市小郡下郷609-3
時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
「ふるさとの歴史」展示室で開催する企画展です。
社会を支えた庶民が、どのように激動の時代を生き
明治維新にかかわっていったのかを庶民の視点か
ら紹介します。■料金：無料■休館日：月曜（祝日の
場合はその翌日）
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／JR防府駅周辺～
　　　防府市中心商店街路上～
　　　防府天満宮

防府

10月20日（土）

第26回愛情防府
フリーマーケット

時間／9:30～15:30
今年で26回目を迎える「愛情防府フリーマーケッ
ト」。今では西日本最大級の路上フリーマーケットと
なり、毎年10万人を超える大勢の人出で賑わいま
す。今年は、200店舗のフリーマーケットの出店が
あるほか、駅前の特設ステージをはじめとする会場
の各所で、趣向を凝らした催しが開催されます。皆
様のお越しを、お待ちしています。
問い合わせ先／まちづくり防府
☎0835-22-4930

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

10月19日（金）～12月16日（日）

特別企画展
「よそおいの明治維新
－学都山口における
女子教育と裁縫－」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
明治維新150年を記念して、明治から大正にかけ
ての山口におけるよそおいに関する展示を行いま
す。■料金：大人100円※18歳以下および70歳以
上、障がいがある方と同行の介護者の方は無料■
休館日：月曜（祝日の場合はその翌日）

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／宇部市立図書館
          宇部市琴芝町1-1-33

宇部

10月20日（土）、21日（日）

図書館まつり

時間／10:00～16:00
パネルシアター、朗読劇、絵本の読み聞かせ、ス
トーリーテリング、人形劇、エプロンシアター、工
作、点字体験、リサイクルブックフェア、雑誌のリ
ユースなど■料金：無料
問い合わせ先／宇部市立図書館
☎0836-21-1966

会場／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1

宇部

10月20日（土）～31日（水）

ときわハッピー
ハロウィン2018

時間／9:30～17:00
ハロウィンデコレーション、ハロウィン撮影ブース、園
内店舗による期間限定メニュー販売など■休館日：火曜
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

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

10月20日（土）～24日（水）

日刊スポーツＧⅡ
第29回若獅子杯争奪戦

時間／10:00～17:00
若きオートレーサーの祭典・GⅡ若獅子杯争奪戦が
5日間にわたって開催されます。開催中は、各種イ
ベントを実施いたします! ぜひ、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／ときわ動物園
          宇部市則貞3-4-1

宇部

10月20日（土）～31日（水）

ときわ動物園で
ハロウィン写真を撮ろう!

時間／9:30～17:00
ふれあい・アルパカ舎周辺をハロウィンにちなんで
飾り付け。動物と触れ合いながら写真を撮ろう!
■料金：無料（動物園入園料が別途必要）■休館日：
火曜
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541
　info@tokiwa-zoo.jp

山口

10月20日（土）～12月24日（月・振休）

企画展
「幕末動乱の光と影
～明治維新における
小郡～」

問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎・FAX083‐924‐7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃yrekimin/

会場／宇部市文化会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

10月19日（金）～21日（日）

宇部市芸術祭陶芸展
陶器プレゼント！

時間／9:00～17:00
宇部市芸術祭50周年を記念して、毎日先着20人
に陶芸連盟会員が作成した陶器をプレゼントしま
す。■料金：無料
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355
　info@ube-bunzai.jp

山口

10月20日（土）、21日（日）

中也忌・メイシ交換会
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会場／萩・明倫学舎
          萩市江向602

萩

10月20日（土）、21日（日）

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

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

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21
時間／20日（土）10:00～17:00、
　　　21日（日）10：00～16：00
山口県立大学生による中也の詩をモチーフにしたイベ
ント。■料金：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／ときわ動物園
          宇部市則貞3-4-1

宇部

10月20日（土）、21日（日）、
27日（土）、28日（日）

動物たちにカボチャを
プレゼント!

ハロウィンにちなんで、飼育員が動物にカボチャを
プレゼント! ■20日（土）14:00～/ブラッザグエノ
ン、14：30～/タヌキ、21日（日）12:45～/ボンネッ
トモンキー、27日（土）12:00～/カピバラ、28日
（日）12:30～/ハヌマンラングール■料金：無料（動
物園入園料が別途必要）
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／ときわ動物園ナマケモノ展示場前
          宇部市則貞3-4-1

宇部

10月20日（土）

ナマケモノの日
特別イベント

時間／13:00～
10月20日（土）の国際ナマケモノの日に合わせた
特別ガイド■料金：無料（動物園入園料が別途必要）

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／秋吉台国際芸術村研修室3
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

10月20日（土）

レジデンスフェロー
ワークショップ　
水谷篤司「浮かび
繋がり合う風景」

時間／13:00～15:00
自分が描く風景と、隣の人が描く風景を繋ぎ合わせ
ながら、みんなで一つの大きな風景を作ります。■
料金：無料■定員：20人程度 ■申し込み方法：
電話･メール･HPのいずれか■応募要件：4歳以上
（未就学児は要保護者同伴）
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/event/6005.html

会場／山口市保健センター
          山口市糸米2-6-6

山口

10月20日（土）

山口市こころの
健康づくり講演会2018
「その日の疲れは
その日のうちに解消!
 ～あなたのカラダは、
疲れ蓄積型? 疲れ消化型?～」

時間／13:30～15:30
■内容：講演「その日の疲れはその日のうちに解消! ～
あなたのカラダは、疲れ蓄積型? 疲れ消化型?～」
■講師：小久保晴代氏　健康管理士、フリーアナウン
サー■対象：一般市民 ■受講料：無料■手話が必要な
方は事前にお知らせください。
【こころの健康情報サイト「こころ・ほっと・やまぐち】　
こころの不調時の対応方法、相談窓口など、さまざま
な情報を掲載しています。パソコンや携帯電話を利用
して簡単にストレス度等をチェックできますので、ぜひ
利用してこころの健康づくりにお役立てください。利
用は無料（通信料は自己負担）。医学的診断をするも
のではありません。→「こころほっとやまぐち」で検索
問い合わせ先／山口市健康増進課（山口市保健センター）
☎083-921-2666　FAX083-925-2214
□HP  http://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/
　60/47032.html

会場／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

10月20日（土）

宇部ハーモニカコンサート

時間／13:30～
参加型のハーモニカコンサート。※参加申し込みは
受け付け終了。■料金：無料■定員：200人
問い合わせ先／宇部ハーモニカソサエティ
☎090-6839-8289　ＦＡＸ0836-43-1279
　teruhiro@trust.ocn.ne.jp

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

山口

10月20日（土）

やまぐち歴史講座
2018講演会

時間／14:00～15:30
伊藤博文に関する歴史講演会を開催します。講師
は小山良昌氏（毛利博物館顧問）です。「近代日本
の創設者～伊藤博文」と題し、ご講演いただきま
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/

会場／海眺の宿あいお荘
          山口市秋穂東768-13
　　　中道海水浴場
          山口市秋穂東中道
　　　秋吉台「北山」
          美祢市美東町長登

山口

美祢

10月21日（日）

ヨガフェスやまぐち
2018

時間／8:30～15:30
山口は、アウトドアアクティビティーに恵まれた、絶
好の環境です。ビーチで、高台から海を眺めなが
ら、カルスト台地で、開放感あふれる様々な環境
で、呼吸に合わせながら体を動かしていきます。こ

会場／萩市内各所

萩

10月20日（土）～11月11日（日）

萩・食の祭典

「食」を通じて萩をまるごと体験していただくイベ
ントです。【萩食談】萩の食をお楽しみいただきなが
ら、歴史や自然など萩ならではのテーマで、著名人
にお話しいただくトークショーを実施します。【萩食
祭レストラン】高等学校調理科の生徒さんと考えた
萩の食材を使った特別メニューを市内10店舗程度
の飲食店で提供します。
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）
☎0838-25-3102　FAX0838-26-3803
萩・明治維新１５０年記念事業HP
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/site/meijiishin150/
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会場／三田尻塩田記念産業公園
          防府市大字浜方381-3

防府

10月21日（日）

塩田まつり

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

美祢

10月21日（日）

秋吉台エコツアー
柿酢と干し柿づくり

時間／10:00～15:00
■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：10月16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

問い合わせ先／一般財団法人山口観光コンベンション協会
☎083-933-0088
□HP  http://yamaguchi-city.jp/

美祢

10月21日（日）、
11月10日（土）、17日（土）、
25日（日）、12月9日（日）

赤間関街道中道筋
リレーウォーキング

時間／9：00～
■集合場所は①10月21日（日）秋吉公民館（美祢
市秋芳町秋吉5353-1）、②11月10日（土）美祢市
役所（美祢市大嶺町東分326-1）、③11月17日
（土）東行庵（下関市吉田町1184）、④11月25日
（日）赤郷交流センター（美祢市美東町赤425）、⑤
12月9日（日）旭総合事務所（萩市大字明木
3174）。幕末、吉田松陰や久坂玄瑞らが歩き、また
高杉晋作、伊藤博文、山縣有朋など多くの志士達
が新たな夜明けを夢見た歴史街道「赤間関街道中
道筋」。維新150年となる2018年、志士達の想い
がしのばれる赤間関街道中道筋を歩きます。■料
金：各ステージ500円■定員：各ステージ30人■申
し込み方法：電話またはFAX■申し込み期限：各ス
テージ10日前まで
問い合わせ先／赤間関街道中道筋連絡協議会事務局
☎0838-55-0817　FAX0838-56-0080
□HP  http://karusuto.com/event/181021
　akamagasekiwalk/

会場／道の駅 潮彩市場防府
          防府市新築地町2-3
時間／9:00～16:00
潮彩市場防府が道の駅としてリニューアルオープ
ンし、お陰様で3周年を迎えることができました。皆
様に海の幸でおもてなし、新鮮な魚介類や加工品
でお待ちしています。どうぞ、海の幸をご堪能あ
れ。■イベント内容：地元食材による飲食及び物販、
ステージライブ、消防車（はしご車）の体験乗車■
魚のつかみ取り体験、ガラポン抽選会、はも食の無
料ふるまい（限定500食）■もちまきなど。なお、天
候等により、水産物の入荷ができないことがありま
す。■料金：無料■定員：消防車の体験乗車は
10:00～12:00先着20人・13:00～15:00先着
20人（当日会場で整理券配布）・ガラポン抽選会
1,000円以上のお買い物レシートで1回抽選（先着
300回）・はも食の無料ふるまい先着500人
問い合わせ先／道の駅「潮彩市場防府」
☎0835-28-2100
□HP  http://shiosai-hohu.jp

会場／ときわレストハウスほか
          宇部市野中3-5-17

宇部

10月21日（日）

UBEこども探偵団
～ミッションクリアで
豪華賞品をゲットだぜ!～

子どもたちが謎解き・ゲームなどをクリアし、秘密の
キーをゲットして最終地点にある宝箱を開けるアト
ラクション型ウオークラリー■10:00～、11:00
～、12:00～、13:00～、14:00～（所要時間各1時
間）■対象：小学校1～3年生※保護者同伴■持参
品：子どもの年齢が分かるもの■料金：無料■定員：
各回先着20人■申し込み方法：メール
問い合わせ先／若き経営者の会
　wakakei045@yahoo.co.jp

会場／ときわ動物園
　　　シロテテナガザル展示場前
          宇部市則貞3-4-1

宇部

10月21日（日）

国際テナガザルの日
特別イベント

時間／10:30～

れからヨガをはじめたい方も、すでに実践されてい
る方も、気持ちよいエネルギーをココロとカラダに
チャージして、山口の自然を楽しみましょう! ■料
金：1,000円■定員：海望ヨガ（あいお荘）①10:00
～11:00、②14:00～15:00（各先着25人）ビーチ
ヨガ（中道海水浴場）①8:30～9:30、②11:30～
12:30（各先着25人）カルストウォーク＆眺望ヨガ
（秋吉台「北山」）①10:00～12:00、②13:30～
15:30（各先着30人）※各コースの詳細はHPをご
確認ください。■申し込み方法：電話　※HPで参
加されるプログラムを確認しお申し込みください。
■応募要件：①氏名②年齢③性別④郵便番号・住所
⑤電話番号⑥メールアドレス⑦希望プログラムを
お知らせください。※電話受付時間：月曜～金曜　
9:00～17:30■申し込み期限：10月19日（金）

時間／9:00～14:00
今年で26回目を迎える「塩田まつり」では、当日、
公園を無料開放しており、塩浜作業体験や「塩浜
太鼓演奏」、もち・菓子まきなど様々な催しが行われ
ます。■料金：無料
問い合わせ先／防府市おもてなし観光課
☎0835-25-4547
　kankou@city.hofu.yamaguchi.jp

防府

10月21日（日）

道の駅「潮彩市場防府」
潮彩周年祭

会場／琴崎八幡宮バス停集合
          宇部市琴崎町

宇部

10月21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
神仏に護られていた宇部発祥の地を歩きます（東
コース約4km）■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：10月19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

10月24日の国際テナガザルの日に合わせた、テ
ナガザルの現状やときわ公園テナガザルの特別ガ
イド■料金：無料（動物園入園料が別途必要）
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541
　info@tokiwa-zoo.jp

防府

10月21日（日）

「家庭の日」親子
ふれあいイベント
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会場／防府市公会堂
          防府市緑町1-9-1

防府

10月21日（日）

第49回防府市民文化祭
「洋舞フェスティバル」

時間／13:00～16:30
防府市洋舞の会によるフラメンコ・フォークダンス・
フラダンス・バレエ・ジャズダンス等の発表。■料金：
300円■定員：1,600人■チケット販売所：防府市
文化協会　当日券300円であり 
問い合わせ先／防府市文化協会
☎0835-26-6841

会場／イオンシネマ防府
          防府市中央町1-3

防府

10月21日（日）

第49回防府市民文化祭
「ビデオ作品上映会」

時間／13:30～16:00
防府映像サークルによるビデオ作品上映会。■料
金：無料■定員：先着200人程度
問い合わせ先／防府市文化協会
☎0835-26-6841

会場／萩市民館大ホール
          萩市江向495-4

萩

10月21日（日）

萩・明治維新150年祭
KONISHIKIと
一緒に歌おう、踊ろう!

時間／14:00～16:00
元大相撲力士の小錦さんと奥様でフラダンサーの千
絵さんをお招きし、歌や踊りを楽しむイベントを開催し
ます。■料金：大人2,500円、高校生以下1,000円、
未就学児無料■定員：先着800人■チケット販売所：
萩商工会議所、きくや（田町）、NTAトラベル萩本店
問い合わせ先／萩商工会議所内　担当：藤田
☎0838-25-3333
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/site/meijiishin150/
　h23745.html

会場／防府天満宮　春風楼付近
          防府市松崎町14-1
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」として
います。防府市で
は、「家庭の日」運
動を推進するた
め、山口短期大学
（プロジェクトチー
ムちゃすむんき～）
との協働により、
「家庭の日」親子
ふれあいイベント
を開催します。～10月の内容～◎10月のお楽しみ
工作◎ストラックアウト◎コマ回し◎竹馬◎やまた
んシアタ～（絵本の読み聞かせ）■入場料：無料
問い合わせ先／防府市教育委員会教育部生涯学習課
☎0835-23-3015
　manaboya@c-able.ne.jp
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/
　39/kateinohi-oyakofureai.html

会場／殿町通り、本町通り

津和野

10月21日（日）

日本三大芋煮つわの
～芋煮と地酒の会～

時間／11:00～
津和野の郷土料理「芋煮」は、地元産の里芋を炙っ
た小鯛からとったダシで炊いたもの。「芋煮と地酒
の会」はその芋煮が津和野の地酒とともに無料で
振る舞われ、津和野の味を楽しむことができるイベ
ントです。数量限定ですが、津和野町と一緒に三大
芋煮と掲載された山形県中山町・愛媛県大洲市の
芋煮も当日振る舞われます。■料金：無料
問い合わせ先／津和野町商工観光課
☎0856-72-0652
□HP  https://www.oidemase.or.jp/nishinokunikara/
　materials/268

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

10月21日（日）

中也忌・中也に捧げる夕べ

時間／18:30～19:45
中也の末弟・伊藤拾郎さんにゆかりのある山口県
ハーモニカクラブのコンサートを開催。■料金：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／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

10月21日（日）

ぼうしの詩人賞表彰式・
入選作品朗読会

時間／17:00～17:40
山口市内の小学生・中学生のための詩のコンクー
ル「ぼうしの詩人賞」。入選作品の朗読会と最優秀
賞には「詩人のぼうし」が贈られます。■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／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口 中也忌・無料開館

時間／9:00～18:00
10月22日（月）は中原中也の命日です。当日は無
料開館となります。■入館料：無料
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

10月22日（月）

10月22日（月）

中也忌・墓前祭

時間／10:30～11:00
山口市吉敷にある中也のお墓をお参りします。■料
金：無料■定員：15人（送迎バス希望者）■申し込み方
法：送迎バス希望の方は要予約（10:15記念館出発）
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／宇部市保健センター
          宇部市琴芝町2-1-10

宇部

10月23日（火）

3Rエコクッキング教室

時間／9:30～12:30
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会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

10月27日（土）～11月25日（日）

明治維新150年記念
特別展第2弾
「長州ファイブ
―幕末・海外留学生の
軌跡―」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
ペリー来航を機に国際社会へ乗り出す日本。吉田
松陰はアメリカ密航に失敗するが、その後長州藩
から伊藤博文・井上馨・山尾庸三・井上勝・遠藤謹助
の5人が海外渡航を果たします。何故彼らは危険を
顧みず海外へ渡ったのか、関連資料を一堂に集め
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.html

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

10月27日（土）～12月2日（日）

特別展 国宝

会場／山口宇部空港集合ほか
         宇部市沖宇部625

美祢

10月25日（木）

大人の社会派ツアー
「本間俊平と石灰石鉱山
今に引き継がれる
美祢の白を巡る」

時間／9:00～16:20
ルート：本間俊平一丁場跡⇒大理石加工展示館⇒道
の駅おふく⇒おふく石灰窯⇒重安炭鉱。美祢の地
で大理石採掘の礎を築き、“秋吉台の聖者”と呼ばれ
た本間俊平の功績とその後の産業を学びます。初
公開となる「おふく石灰窯」は美祢で産出された石
灰を焼き生石灰を作る徳利窯で、主に土地改良など
農業整備に利用された美祢に残る産業遺産の一つ
です。龍陽興産㈱（太平洋セメント㈱グループ）重安
鉱山では、広大な石灰石採掘現場を目の前で見学
します。ここからは重安鉱山をはじめ、宇部興産・伊
佐鉱山、秋芳鉱山の美祢を代表する3大鉱山を眺
めることができます。■旅行代金：1人7,500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/

会場／秋芳洞入口周辺
          美祢市秋芳町秋吉

美祢

10月26日（金）～11月4日（日）

未来維新光響ファンタジー
～明治維新150年企画～

時間／17:00～20:00
特別天然記念
物秋芳洞周辺
でプロジェク
ションマッピン
グを初開催しま
す。秋芳洞内も
期間中はカラー
LEDで彩られ、
幻想的な世界を
創り出します。
会場周辺では
星空マルシェを
開催し、皆様を
あたたかくお迎
えします。■料
金：【前売券】高校生以上1,200円、中学生950円、
小学生600円。【当日券】高校生以上1,500円。中
学生1,200円、小学生800円。未就学児無料※団
体料金等については要問い合わせ
問い合わせ先／秋吉台地域イベント実行委員会（美祢市観光振興課内）
☎0837-52-1532

会場／萩市民館大ホール
          萩市江向495-4

萩

10月23日（火）

萩・明治維新150年記念式典

時間／10:00～
「明治維新150年」の節目の年にあたり、近代日本の扉を開い
た先達の歴史をひもとき、維新の精神を風化させることなく、
幕末・維新の萩物語を将来につなげていくとともに、萩の魅力
を広く市内外に情報発信するため、150年前の明治改元の日
に合わせ、「萩・明治維新150年記念式典」を開催します。
問い合わせ先／萩市企画政策課
☎0838-25-3102　FAX0838-26-3803

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

10月23日（火）、30日（火）、11月6日（火）、
13日（火）、20日（火）、27日（火）

山口大学公開講座
「知っておこう相続法
～相続でもめないための
基礎知識～」

時間／13:30～15:00
あまり法律とかかわりのない生活を送っている人で
も必ず法律のお世話になるのが“相続”というライフ
イベントです。相続はお金がからむだけに、もめる
ご家庭も少なくありません。しかし、相続に関する
基本的なルールを知っているのと知らないのとで
は、相続に関わるもめごとの有無・大小はだいぶ
違ってきます。そこでこの講座では、民法が定めて
いる相続の基本的なルールについてお話ししま
す。弁護士のお世話になる前に、相続のこと、
ちょっと知ってみませんか?（相続税については扱
いません）■受講料：7,200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：10月9日（火）
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／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

10月23日（火）

大人の社会派ツアー
「障がい者雇用と宇部
共生社会の構築に
向けた事業展開を
図っている施設や
障がい者雇用に熱心に
取り組む企業の見学」

時間／9:50～16:25
ルート：㈲リベルタス興産⇒ぐうですぐう（ぐうですカレー）⇒tot 
Factory Cotot（コトット）⇒セルプ南風。一般企業等への就職
が困難な障がいのある方が各種作業などを行い、楽しく働くこと
を目指す施設や障害を特別扱いしないで障がい者雇用に積極
的に取り組んでいる企業を見学します。■旅行代金：1人6,100
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〔㈱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/

横浜みなと博物館蔵

食材をムダなく使い、台所ごみを減らすエコクッキング「鶏肉
と冬瓜のまるごとレシピ」■持参品：エプロン、三角巾、ふきん
2枚■料金：500円■定員：先着25人■申し込み方法：電話･
FAX･はがきのいずれか■申し込み期限：10月16日（火）
問い合わせ先／宇部市廃棄物対策課
〒755-0001　大字沖宇部5272-6
☎0836-34-8247　FAX0836-33-7294



2 0 1 8 . 1 0 _ O c t .

1 5

会場／英雲荘
          防府市お茶屋町10-21

防府

10月27日（土）～11月4日（日）

十色会展

時間／9:30～16:30
市内で活動するサークルの作品展です。水彩画で魅
せる新しい防府を再発見していただければ幸いです。
■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
護者は無料等■休館日：月曜（祝日の場合はその翌日）
問い合わせ先／防府市文化財郷土資料館
☎0835-25-2237　FAX0835-23-4300

会場／カルストロード長者ヶ森駐車場 集合
          美祢市美東町長登

美祢

10月27日（土）

秋吉台エコツアー
地獄台の秋の花

時間／9:50～15:00（受付は9:20～）
アキヨシアザミ、オケラ、ヒメヒゴダイなど、草原の
秋の草花を楽しみながら、それぞれの生育環境に
思いを馳せます。■参加料：2,000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15人）■申し込み方法：電話またはHP■申
し込み期限：10月22日（月）
問い合わせ先／秋吉台地域エコツーリズム協会
☎0837-63-0055
　mine-geo@city.mine.lg.jp
□HP  http://www.akiyoshidai-ecotour.org/home

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700円（1,000
円）、小中学生350円（500円）。博物館・庭園共通：
大人1,000円（1,200円）、小中学生500円（600
円）※団体料金（20人以上）はそれぞれの料金の
10％引き※（）内は特別展「国宝」開催中料金
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／厚東川末信橋集合
          宇部市大字末信997

宇部

10月27日（土）

てくてくまち歩き
厚東と明治維新

時間／9:30～12:30
末信正八幡宮、浄念寺などを巡ります。（約6km）
■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：10月26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　体験学習館モンスタ
          宇部市則貞3-4-1

宇部

10月27日（土）～11月11日（日）

思い出のカッタ君
～市民に語り継がれる
ペリカン～

時間／9:30～17:00
モモイロペリカンのカッタ君が亡くなって10年。と
きわ公園でのカッタ君の軌跡をふりかえります。■
料金：無料■休館日：火曜

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

10月27日（土）

山口大学ホームカミングデー

時間／10:30～16:00
ホームカミングデーは、卒業生との繋がりや地域の
方々との絆を深めること、卒業生や地域の方を大
学に歓待することを目的に開催しています。特別講
演や交流会、もちまき、相続セミナーなど、さまざま
な企画を実施予定です。また、今年度は「山口大学
理学部サイエンスワールド」も同時開催します。ご
家族揃ってお越しください。■料金：無料
問い合わせ先／山口大学総務企画部総務課
☎083-933-5010　FAX083-933-5013
　hcd@yamaguchi-u.ac.jp
□HP  http://www.yamaguchi-u.ac.jp/
　alumni/hcd/2018.html

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

10月27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／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

10月27日（土）

突撃！ ときわのサルご飯
～パタスモンキー
かわりものなサルご飯～

時間／13:00～14:00
パタスモンキーの生態や行動などのお話と、野生で
の暮らしに基づくスペシャルなエサのプレゼント。■
料金：無料■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／萩・明倫学舎
          萩市大字江向602

萩

10月27日（土）

萩・明倫学舎
ホラーナイト2018
～あれから150年～

時間／18:00～21:00
夜の萩・明倫学舎で開催する1
日限定のおばけ屋敷です。今
年は、完全申込制となりますの
で、選ばれし者のみ入館でき
ます。150年前に実際あった
話を基にしたとっても怖いス
トーリーです。ぜひご参加くだ
さい。■料金：100円/1人（お
菓子代）■定員：150組限定
（1組3人まで、申し込み多数
の場合は抽選）■申し込み方
法：N P O 萩明倫学舎 H P 内お申し込みフォーム
（ttp://hagimeirin.jp/）■申し込み期限：10月10日（水）
問い合わせ先／萩・明倫学舎
☎0838-21-0304
□HP  http://hagimeirin.jp/event/hagi-horrer-night
　2018/

会場／山陽小野田市埴生漁港

10月27日（土）

第21回お祝い夢花火

時間／18:00～21:00（開場は17:00）
「未来～今を笑って夢を描く～」をスローガンに沢
山の笑顔と共に夢と希望を夜空に打ち上げます。
※雨天時は28日（日）に順延
問い合わせ先／山陽商工会議所
☎0836-73-2525
□HP  http://www.sanyo-yeg.net/

山陽
小野田

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551
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会場／防府市地域交流センター 
　　　アスピラート
          防府市戎町1-1-28

防府

10月28日（日）

第49回防府市民文化祭
「市民音楽祭」

時間／13:00～16:30
防府市民音楽団体による合唱・演奏会。
■料金：無料■定員：600人
問い合わせ先／防府市文化協会
☎0835-26-6841

会場／三田尻港（潮彩市場防府側）
          防府市新築地町2-3

防府

10月28日（日）

第7回ふるさと想い出花火

時間／18:00～20:00
18：00にステージイベントが始まり、19:00から花
火が打ちあがる予定です。今年も約300ｍの大輪
「尺玉」の打ち上げを予定しており、大迫力な花火
を楽しむことができます。打ち上げのカウントダウン
も好評で、毎年盛大に盛り上がります。※駐車場の
台数に限りがあるのでご注意ください。■料金：無料

会場／秋吉台家族旅行村
          美祢市秋芳町秋吉1237-553
時間／10:00～16:00
秋吉台の魅力がいっぱい詰まった秋吉台家族旅行
村で、里山フェスin秋吉台を開催します。キャンプ体
験やアウトドア料理教室、木工クラフトや竹細工で
も遊べます。27日（土）には前夜祭も開かれますの
で、週末は秋吉台家族村に宿泊して里山フェスを満
喫しましょう。■一部イベント有料（HPで事前に告
知）■一部イベントは要予約（HPで事前に告知）
問い合わせ先／NPO法人やまぐち里山ネットワーク
☎090-3637-1607（赤川） 
□HP  http://npoyamasato.com

会場／長登銅山跡広場
          美祢市美東町長登610

美祢

10月28日（日）

第11回銅山まつり

時間／9:00～16:00
奈良時代、東大寺の大仏造営にあたり原料の銅を
提供した長登銅山跡。銅山まつりでは全国唯一の
古代銅製錬実験をはじめ、古代を感じ、学べる体験
もあります。■料金：無料
問い合わせ先／長登銅山文化交流館
☎08936-2-0055
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃naganobo

会場／農産物加工販売所「つつじ」
          萩市大字明木2857-3

萩

10月28日（日）

農産物加工販売所
「つつじ」収穫大感謝祭

時間／9:00～15:00
明木産新米コシヒカリの無料試食（なくなり次第終
了）、野菜の販売、餅つき体験、イノシシ肉入り芋汁
の無料配布、地元特産品が当たる福引抽選会な
ど。■料金：無料
問い合わせ先／農産物加工販売所「つつじ」
☎0838-55-5031

会場／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1

宇部

10月28日（日）

おもしろカップinうべ

時間／9:30～16:05
芝生広場でランニングバイクを楽しもう! ■料金：年
齢別レース2,500円、はじめてのランニングバイク
レース500円■申し込み方法：HP（年齢別レース
のみ事前申し込み必要）
問い合わせ先／おもしろファーム
☎0836-32-6396
□HP  http://omoshiro.or.jp

会場／道の駅「あさひ」
          萩市大字佐々並2476-1

萩

10月28日（日）

道の駅まつり

時間／9:00～15:00
佐々並産新米コシヒカリおむすび・野菜・焼き鳥・焼
きそばの販売、地元特産品が当たる福引抽選会な
ど。■料金：無料 
問い合わせ先／道の駅「あさひ」
☎0838-56-0278

会場／ときわ公園ペリカン島対岸付近
          宇部市大字沖宇部254
時間／10:00～11:30
松のせん定技術に関する初心者向けの実技講習
会※雨天中止■持参品：せん定ばさみ■料金：無料
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／江汐公園
          山陽小野田市高畑字西山根401-1

10月28日（日）

江汐公園秋の
ふれあい祭り

時間／10:00～14:00
気候の良い時期に、秋の江汐公園を満喫しません
か。■内容：つつじ植樹、公園内スタンプラリー、ス
テージイベント、園内散策ツアー、各種バザー、山
野草展 ほか
問い合わせ先／江汐公園振興会事務局
山陽小野田市市民生活課
☎0836-82-1134
□HP  http://www.sanyo-onoda.lg.jp

会場／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1

宇部

10月28日（日）

ときわハロウィンデー

時間／9:30～15:00
ハロウィン仮装コンテストやコスプレイヤーのス
テージイベント、記念撮影、痛車の展示、かぼちゃ
のランタン作り、ハロウィンスイーツの販売など
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／ときわ湖水ホールで受付
          宇部市大字沖宇部254

宇部

10月28日（日）

撮っちゃお! 彫刻de
ハロウィン2018

時間／10:30～12:30（受付は10：00～）
ハロウィンコスチュームで、チェックポイントに指定
された彫刻と一緒に写真を撮るとお菓子のプレゼ
ントがあるフォトラリー■対象：中学生以下（小学生
以下は保護者同伴）■持参品：カメラ（スマホ可）、
お菓子を入れる袋■料金：100円（保険料）■定員：
先着100人
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282

山陽
小野田

美祢

10月28日（日）

里山フェスin秋吉台2018

宇部

10月28日（日）

松のせん定講習会
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会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

美祢

11月1日（木）

大人の社会派ツアー
「美祢 赤の歴史　
日本最古の銅山跡 
古代から近代まで
続いた銅産業
～千年の歴史～」

時間／8:50～16:45
ルート：国秀遺跡⇒末原窯跡群⇒銭屋鋳銭所遺跡⇒清
風苑⇒長登銅山文化交流館⇒道の駅みとう。美祢市の
長登地区には、古くは奈良時代～平安時代まで国直轄
の採銅所が置かれ、奈良の大仏様を建立する際にも長
登の銅が献上されていたそうです。その後も近代まで
銅の採掘は続けられました。このツアーでは、銅山跡に
建つ長登銅山文化交流館と、周辺に遺る史跡を巡り、
長登の銅産業の歴史を学びます。■旅行代金：1人
6,800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/〕、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/

問い合わせ先／ふるさと想い出花火実行委員会
☎090-6417-5770

会場／防府市野島

防府

10月30日（火）、31日（水）

【防府市協働事業】
非日常的な暮らし体験
～これからの生き方を
考える～

昭和の懐かしさが残り、瀬戸内海国立公園の一角に
ある離島｢野島｣で1泊2日の非日常的体験をする中
で自分を見つめなおし、新しい自分を発見し、これ
からを活き活きと生きることを考え模索します。①
郷土料理作り②郷土芸能 野島盆踊り③島散策と星
観賞④エンディングノート作成。なお、本事業は防
府市協働事業提案制度により、市と㈱ＦＰオフィス
縁が協働して実施します。■その他：三田尻港発：
8:30または12:30、野島発：16:30※荒天の場合は
延期になります。■参加料：10,800円（船賃、食事4
食、保険料、エンディングノート代含む）■定員：先着
20人（入金確認順）■申し込み方法：電話または
FAXで、住所・氏名・電話番号を伝える■申し込み
先：㈱FPオフィス縁（えん）☎0835-28-9282（平
日10：00～16：00）FAX0835-28-9283■申し込
み開始日：10月1日（月）
問い合わせ先／㈱FPオフィス縁または防府市市民活動推進課
☎0835-25-2120

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

10月31日（水）

アスピラート開館
20周年記念事業
高橋敦　
トランペットリサイタル

時間／19:00～21:00

東京都交響楽団首席トランペット奏者としてオーケストラ・ソ
ロ・室内楽と第一線で活躍し、いまや世界中から注目されてい
る高橋敦のリサイタル。ソロで魅せる、至高の音楽をお届けい
たします。■料金：【全席指定】一般2,000円、高校生以下
1,000円（当日各500円高、財団会員各500円引）※未就学
児入場不可■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：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／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

11月2日（金）～4日（日）

菜香亭市民ギャラリー
「山口に集う神々のマスク展」

時間／9:00～17:00
「モーリのクリエイションクラブin山口」による、紙細
工の創作マスクが100点展示されます。■料金：無料
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-gya.html

会場／道の駅「長門峡」
          山口市阿東生雲東分47-1

山口

11月3日（土・祝）

長門峡
もみじまつり

時間／9:00～15:00
長門峡を代表する恒例のお祭りです。ステージで
は、演芸やカラオケなどの催しが行われ、会場では
地域の食材を活かしたバザーなどが勢ぞろいしま
す。■料金：無料
問い合わせ先／道の駅「長門峡」
☎083-955-0777
□HP  http://www.ato-town.com/

会場／山口市立阿知須図書館
         山口市阿知須2737-1

山口

11月3日（土・祝）

阿知須図書館まつり

時間／9:00～15:00
バルーンアート（ワークショップ）や六角返し作り、
「おはなしキラキラ」の朗読劇を楽しんで、本のリ
レー市でお気に入りを見つけましょう。■料金：無料
問い合わせ先／山口市立阿知須図書館
☎0836-66-0001
□HP  http://www.lib-yama.jp

会場／長門峡竜宮淵駐車場
          萩市川上竜宮淵

萩

時間／10:00～15:00
ベストシーズンの秋の長門峡で美しい紅葉を満喫
しませんか。鮎のつかみどり（予定）、特産品の販
売、じゃんけん大会、もちまきなど。■料金：無料
問い合わせ先／長門峡もみじまつり実行委員会
☎0838-54-2964

会場／周防国分寺
          防府市国分寺町2-67

防府

11月3日（土・祝）

第14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  https://visit-hofu.jp
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会場／ときわ動物園
　　　ワオキツネザル展示場前
          宇部市則貞3-4-1

宇部

11月3日（土・祝）、4日（日）

キツネザルフェスティバル

マダガスカルを中心に開催されるキツネザルフェ
スティバルにちなんだ特別ガイド■料金：無料（動
物園入園料が別途必要）
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／山口市立小郡図書館
          山口市小郡下郷609-1

山口

11月3日（土・祝）

小郡図書館まつり

時間／10:00～17:00
ブックリサイクル、図書館の本から生まれた作品
展、おはなし会スペシャル、ライリーとひょっこり! 
顔出しパネルで写真を撮ろう! などたくさんのイベ
ントがあります。秋の1日を図書館で楽しみません
か? ■料金：無料
問い合わせ先／山口市立小郡図書館
☎083-973-0098
□HP  http://www.lib-yama.jp

会場／ときわ動物園
　　　ミナミコアリクイ展示場前
          宇部市則貞3-4-1

宇部

11月3日（土・祝）

動物おたんじょう会
ミナミコアリクイ

時間／14:00～
11月生まれのリクのお祝いと、11月生まれの他の動物を
紹介します。同じ誕生月の参加者にはオリジナル缶バッジ
をプレゼント! ■料金：無料（動物園入園料が別途必要）
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／宇部市役所周辺
          宇部市常盤町1-7-1
　　　宇部市渡辺翁記念会館前
          宇部市朝日町8-1

宇部

11月3日（土・祝）、4日（日）

宇部まつり

■前夜祭11月3日（土・祝）17：00～21：00　よしもと
お笑いライブin宇部まつり、ワールドキッチン～世界の
食の祭典～ほか■本祭11月4日（日）10：30～19：00
　HUGっと！プリキュアショーなどのステージイベント、
ワールドキッチン～世界の食の祭典～、パレードほか
問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8353
□HP  http://ubematsuri.jp/

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

11月4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

11月4日（日）

婚活イベント
～貸切列車で紅葉と
道の駅を散策～

時間／9:45～15:00（受付は9:30～）
贅沢に貸切列車で紅葉を見ながら、JR厚狭駅から
美祢線でJR於福駅までを貸切列車で旅します。道
の駅も散策。素敵な出会いを探しませんか? ■対
象：20～45歳の独身男女※住所は問いません。■
集合場所：厚狭地区複合施設※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。■料金：
4,000円（当日徴収）■定員：男女各20人■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（らくらくドットコム）のHP
問い合わせ先／山陽小野田市企画政策課
☎0836-82-1130
□HP  http://rakuyori.com

会場／山口市立徳地図書館
          山口市徳地堀1527-3

山口

11月4日（日）

徳地図書館まつり

時間／9:00～16:00
ブックリサイクル、お楽しみ抽選会、図書館工房（工
作教室）など、多彩な企画をご用意して図書館でお
待ちしています。■料金：無料
問い合わせ先／山口市立徳地図書館
☎0835-52-0043
□HP  http://www.lib-yama.jp

会場／琴崎八幡宮バス停集合
          宇部市琴崎町

宇部

11月4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
神仏に護られていた宇部発祥の地を歩きます（西
コース約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：11月2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／防府市公会堂
          防府市緑町１-9-1

防府

11月4日（日）

第49回防府市民文化祭
「邦楽の会」

時間／10:00～16:00
詩吟・筝曲・日本舞踊・民謡・尺八・能楽等の発表■料
金：500円■定員：1,600人
問い合わせ先／防府市文化協会
☎0835-26-6841

会場／萩城城下町周辺

萩

11月4日（日）

奇兵隊パレード

時間／10:30～12:00
今年は明治維新150年の記念の年です。明治維新の原
動力であった奇兵隊士を萩の城下町で見てみませんか。
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139

山陽
小野田

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

11月7日（水）

パン教室　
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。初心者歓迎です。■持
参品：エプロン、三角巾、筆記用具、持帰り用袋■料金：
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：11月2日（金）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@gmail.com



2 0 1 8 . 1 0 _ O c t .

1 9

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

11月7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じだったでしょうか? 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。■受講料：4,050円
（傷害保険料等含む）■定員：先着30人（原則として前編の受講者優
先）■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：10月24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／ときわ湖水ホール前で受付
          宇部市大字沖宇部254

宇部

11月10日（土）

うべ歩き愛です

時間／9:00～14:00
ときわ公園内をウオーキングしながら、宇部にちなんだクイズに挑戦
しよう。歩数に応じて賞品が当たる抽選会も開催します。また、ゴー
ル後は先着300人に「ふるまい鍋」を無料配布します。※12：00ま
で受付■料金：1,000円（参加証として「歩き愛です歩数計」を進
呈）※「歩き愛です歩数計」を持参した人は無料■定員：先着800人 
問い合わせ先／宇部市健康増進課
☎0836-31-1777

会場／萩・明倫学舎駐車場
          萩市大字江向602

萩

11月10日（土）、11日（日）

復活! 長州藩の鉄づくり
～萩・大板山たたら祭り

時間／9:00～15:00
「明治日本の産業革命遺産」の
世界遺産登録３周年を記念し
て、国選定保存技術保持者玉鋼
製造たたら吹きの村下、木原氏
の指導を受けながら、日本伝統
の鉄づくり「たたら」の操業イベ
ントを開催します。■11月10日
（土）9:00～16:00高校生等に
よる操業準備（製鉄炉作りなど）
21:30～神事・火入れ　11月
11日（日）11:00～14:00高校
生等によるたたら操業（砂鉄・炭の製鉄炉への投入など）　14:00～鉧
出（けらだし：製鉄炉の中にできた鉄の塊を取り出す作業）■番子体験
者募集　11月11日（日）11:00～14:00「たたら」の工程の一部、足
踏み鞴（ふいご）による番子体験者を募集します。　対象者：中学生以
上で、ある程度体力に自信がある方（5分程度間連続で鞴を踏みます）
※鞴は製鉄炉に風を送る装置で、鞴を踏む人を番子といいます。■両
日とも雨天決行■料金：無料■申し込み方法：電話またはFAX■応募
要件：住所、氏名、年齢、電話番号■申し込み期限：10月12日（金）
問い合わせ先／萩市世界遺産活用推進協議会　
事務局：萩市文化財保護課
☎0838-25-3299　FAX0838-26-0716

会場／デザインプラザHOFU
          防府市八王子2-8-9

防府

11月10日（土）、11日（日）

じばさんフェア2018

時間／10日（土）9:00～16:00
　　　11日（日）9：00～15:30
全国うまいもの市」「ふるさと企業展示会」「陶芸手作り皇室作品展」
など、一日中楽しめるイベントが盛りだくさんです。■入場料：無料
問い合わせ先／デザインプラザHOFU
☎0835-25-3700

会場／月の桂の庭
          防府市大字右田1091-1

防府

11月10日（土）、11日（日）

月の桂の庭特別公開

時間／10日（土）10:00～16:00
　　　11日（日）10：00～15:00
2008（平成20）年から期間
限定で一般公開されている枯
山水の傑作「月の桂の庭」が
今年も2日間公開されます。庭
の名称にある「月の桂」とは月
にちなんだ伝説、神仙説で不
老不死の意味があるとされ、
この石庭は1712（正徳2）年
に桂家第4代当主桂運平忠晴
が造営したと伝えられていま
す。ぜひこの機会にこの名庭
をご覧ください。■入館料：中学生以上500円、小学生以下無料
問い合わせ先／おもてなし観光課
☎0835-25-4547
□HP  https://visit-hofu.jp

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

11月10日（土）、17日（土）、
24日（土）、12月1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
世界中で大人気のナンプレパズルを解くには、数学どころか算数も
必要ありません。しかし、このパズルには多くの解法テクニックがあ
ることをご存じでしょうか。この講座では、色々な解法テクニックを
数学的な視点から解説します。また、解説したテクニックを用いて、
ナンプレパズルを解くためのソフトウェアを紹介し、実際にパソコン
を使用して問題を解いてみます。これを機に、テクニックをマスター
して、新たな問題にチャレンジしてみませんか。［パソコンは大学の
ものを使用しますので、パソコンやタブレット等を持っていない方で
も受講可能です。］■受講料：6,400円■定員：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：10月29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/

ある め

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

美祢

11月8日（木）

大人の社会派ツアー
「バックヤードツアー
役目を終えた自動車の行方と
環境リサイクルの取組み」

時間／9:00～16:25
ルート：シーパーツ山口工場⇒秋吉台カルストロード⇒秋吉台サファリ
ランド⇒道の駅みとう。シーパーツ山口工場では自動車の再生につい
て学びます。重機による自動車の解体、部品の分別など、目の前で行
われる解体作業は大迫力です。また、秋吉台サファリランドでは園内
の動物の排泄物から堆肥、野菜作り、そして動物のエサとして再利用
する「環境リサイクル」の取り組みや「なぜ! 調教が必要なの?」など、
動物たちのトレーナーについての裏話など本ツアーでしかできない体
験が可能です。■旅行代金：1人8,700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
〔㈱船鉄観光旅行社おのだサンパーク店0836-83-3275〕※募集開

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／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

11月7日（水）～11日（日）

山口市菜香亭「第5回
アートdeおもてなし」

時間／10:00～17:00
歴史空間「菜香亭」に山口で活躍中のアーティストが大
集合。いろんなジャンルのアートを一度に楽しめます。■
料金：無料（大広間のみ大人100円、小中学生50円）
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-artde2018.html

会場／ときわ公園旧青年の家付近
          宇部市沖宇部224

宇部

11月10日（土）

子どもこけ玉づくり教室

時間／10:00～12:00
ミニシクラメンの苗を水ごけで包むこけ玉作りと芋掘り体験。※小
雨決行■対象：小学生以下※保護者同伴■持参品：はさみ、手袋
か軍手、ビニール袋など■料金：子ども800円■定員：20人■申し
込み方法：FAXまたははがき■申し込み期限：10月24日（水）
問い合わせ先／宇部市ガーデンシティ推進グループ
〒755-8601宇部市常盤町-7-1
☎0836-34-8485　FAX0836-22-6008

始日および予約状況等についてはHPをご覧ください。※申し込みの
前にHP掲載の注意事項一覧をご確認ください。
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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

11月15日（木）

大人の社会派ツアー
「笠井順八と小野田セメント
近代化産業遺産とリサイクルの
まち『山陽小野田』」

時間／8:30～17:40
ルート：宇部興産沖の山貯炭場（コールセンター）⇒興
産大橋⇒太平洋マテリアル㈱・小野田工場（徳利窯）⇒
セメント山手倶楽部⇒セントラルホテル⇒若山公園・住
吉神社⇒共英製鋼㈱⇒㈲つねまつ菓子舗（伝助）。明
治初期にセメントの優れた耐火性と将来性に着目し、日
本初の民間セメント会社を設立した笠井順八翁。先見
の明を持ち、山陽小野田市発展の礎となった彼の足跡
を巡ります。普段立ち入ることのできない、国登録有形
文化財・迎賓館「山手倶楽部」は必見です。また、鉄鋼
事業を中核とした工場などを見学し現在の工業都市と
しての山陽小野田市の姿や循環型社会への取り組み
についてもご覧いただけます。■旅行代金：1人7,500
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／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

11月13日（火）

大人の社会派ツアー
「食・宇部
宇部の美食と
世界一の企業」

時間／8:10～17:35
ルート：㈱ヤナギヤ⇒宇部かまぼこ⇒持世寺温泉上
の湯・豆腐工房⇒小野藤河内茶園⇒永山本家酒造
場⇒いのくま。宇部市には、全国的に有名な蒲鉾
メーカーと、それを支え、カニカマの製造装置では、
なんと世界シェアの70％を占める食品機械の設計・
開発・製造・販売会社があります。また、こだわりの日

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／萩城跡ほか市内各所
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。
問い合わせ先／萩時代まつり実行委員会（萩市観光課内）
☎0838-25-3139
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.
　php?d=900036

会場／厚狭駅前商店街
          JR厚狭駅在来線口側

11月11日（日）

厚狭秋まつり

時間／11:00～18:00
市指定の無形文化財として保存継承されている掛
け声と六方（ろっぽう）を踏んで歩く踊りの所作が
独特の「古式行事（大名行列）」が披露されます。そ
の他、裸坊、福引大会など、特設ステージを中心と
した多彩なイベントが開催されます。※なるべく公
共交通機関をご利用ください。
問い合わせ先／山陽商工会議所
☎0836-73-2525
□HP  http://www.sanyo-yeg.net/

会場／大海漁港
          山口市大海漁港

山口

11月11日（日）

あいお花火大会

時間／19:00～
山口市内で最も遅い花火大会です。初冬の夜空
に約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。※雨天中止■料
金：無料

問い合わせ先／山口県央商工会青年部秋穂支所
☎083-984-2738
□HP  http://yamaguchi-city.jp/calendar/autumn2.
　html#autumn07

会場／防府市立防府図書館
　　　ブラウジングコーナー
          防府市栄町1-5-1ルルサス防府3階

防府

11月12日（月）

防府図書館
ビブリオバトル

時間／13:30～15:00
ビブリオバトルは、好きな本を誰かに知ってもらえ
て、自分の知らない面白そうな本に出会えるイベン
トです。今回のテーマは「旅」です。このテーマに
沿ったおすすめの本を紹介するバトラー（発表者）
を募集します。ぜひご応募ください。なお、チャンプ
（優勝）本を決める投票参加者として参加希望の方
は、当日そのまま会場へ足をお運びください。■定
員：バトラー：4人■申し込み方法：はがき・FAX・来館
のいずれか■応募要件：①紹介したい作品の書名・
著者名・出版社名②応募者の住所・氏名（ふりが
な）・電話番号①②をご記入の上お申し込みくださ
い。電話申し込み不可。応募者多数の場合および
同じ作品が複数の場合は抽選となります。■申し込
み期限：10月29日（月）
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）
　info@library.hofu.yamaguchi.jp
□HP  http://www.library.hofu.yamaguchi.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）
          防府市戎町1-1-28

防府

11月16日（金）～18日（日）

第49回防府
市民文化祭
『市民茶会席』

時間／10:00～16:00
防府茶道連盟による交替お手前■席料：300円
問い合わせ先／防府市文化協会
☎0835-26-6841

本酒で、全国に熱心なファンを持つ造り酒屋があり
ます。さらに西日本一の規模を誇る30万坪の広大
な茶畑を一望できる高台で、試飲やお茶の入れ方
についての説明があります。癒やされてください。
■旅行代金：1人8,500円■定員：23人（最少
催 行 人 数 1 5 人 ）■ 申し 込 み 方 法：H P
〔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。

萩

11月11日（日）

萩時代まつり
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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

11月20日（火）

大人の社会派ツアー
「宇部の匠　
船木宿散策と匠の技」

時間／9:30～17:10
ルート：㈱宇部スチール⇒楠木こもれびの郷⇒赤間
硯の里⇒たましげ琴製作所⇒旧船木宿街並み散策。
宇部市には、ひたむきに伝統的工芸品などの生産に
取り組む職人がいます。また、現代の企業の中にも、
その仕事を極めた職人気質を持った社員がいます。
そんな匠の技を間近に感じてみませんか。併せて、
現在も宿場町「船木」の面影を残す街並みを散策し、
古の宇部の姿を垣間見ます。■旅行代金：1人7,400
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/

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

防府

11月16日（金）～18日（日）

第49回防府
市民文化祭
「華道展」

時間／10:00～17:00
防府市華道連盟　各流派の作品発表■料金：無料
問い合わせ先／防府市文化協会
☎0835-26-6841

会場／山口大学常盤キャンパス
          宇部市常盤台2-16-1

宇部

11月17日（土）

山口大学工学部
ホームカミングデー 
（同日開催・常盤祭）

時間／10:00～16:00
山口大学工学部の卒業生に旧交を温めていただく
とともに、地域の皆さんにも工学部に親しんでいた
だくイベントです。石田繁夫氏による卒業生講演
会、三上真人教授による特別講演会、展望ラウンジ
開放、もちまき、ヤマミィ交流会、キャンパスツアー
等の企画を用意してお待ちしています。また、大学
祭「常盤祭」も同日開催です。どなたでも参加可能
なイベントですので、常盤キャンパスの一日をお楽
しみください。■料金：無料
問い合わせ先／山口大学工学部総務企画課総務企画係
☎0836-85-9005
　en282@yamaguchi-u.ac.jp
□HP  http://www.eng.yamaguchi-u.ac.jp/43
　graduate/homecoming.html

会場／山口市立中央図書館・
　　　山口情報芸術センター［YCAM］
          山口市中園町7-7

山口

11月17日（土）

中央図書館まつり

時間／10:00～16:00
15回目の記念とな
る今年の図書館ま
つりは、午前と午
後の講演会の2本
立てです。いずれ
も会場は、山口情
報芸術センタース
タジオAで、定員
400人（当日先着）
となります。■やま
ぐ ち 歴 史 講 座
2018図書館薩長
同盟講演会「薩摩
スチューデントと長州ファイブ」講師：森孝晴（鹿児
島国際大学教授）・松前了嗣（山口市郷土史家）時

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

11月17日（土）、18日（日）

菜香亭市民ギャラリー
「山口の秋を彩る
陶芸作品展」

時間／10:00～17:00
陶酔工房の会員による陶芸作品が100点展示され
ます。■料金：無料
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-gya.html

会場／旭マルチメディアセンター
          萩市大字明木2959-1

萩

11月18日（日）

明木地区農業文化祭

時間／9:30～14:30
地元各種団体の出店・展示・出演、じねんじょ汁や
バルーンアートのサービス、萩市内各地域から
「奥萩ブランド」として認定された選りすぐりの逸
品を販売します。明治維新150年記念事業とし
て、大阪から豊来家幸輝を招き「太神楽曲芸」を
披露します。
問い合わせ先／明木ふるさとづくり推進協議会
☎0838-55-0001
　i-akiragi@city.hagi.lg.jp 

会場／旭活性化センター・
　　　ＪＡあぶらんど萩佐々並支所
          萩市大字佐々並2662-6

萩

11月18日（日）

萩往還ささなみ
おいでん祭

時間／9:30～15:00
地元各種団体の出店・展示のほか、ロング巻寿司大
会、ウイリアムテル「りんご何個ゲット？」、品評会
金賞野菜の競売など参加型の催しを揃えていま
す。明治維新150年記念事業として、大阪から豊来
家幸輝を招き「太神楽曲芸」を披露します。
問い合わせ先／萩往還ささなみおいでん祭実行委員会
☎0838-56-0008

会場／山口市保健センター
          山口市糸米2-6-6

山口

11月18日（日）

生活習慣病予防の
ための市民公開講座
「知って得する
～ワザあり!
快尿生活～」

時間／13:30～16:45
毎年恒例の生活習慣病予防のための市民公開講
座を開催します。医師、薬剤師、理学療法士による
講演会のほかに、会場では健康チェックも体験で
きます。■内容：【講演】13:30～15:30①「知って
おきたい尿トラブルの解消法」須賀昭信氏（綜合
病院山口赤十字病院 第1泌尿器科部長）②「排尿
障害治療薬の特徴と注意点」山本武史氏（山口県
薬剤師会 薬品情報センター）③「楽しく街に出か
けるために」藤村亮氏・伊藤友里氏（済生会山口地
域ケアセンター）【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、定員になり次第しめきります。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■対象：市民■主催：山
口生活習慣病予防研究会■受講料：無料■申し込
み方法：電話（健康相談を希望される方のみ11月8
日（木）までに要予約）
問い合わせ先／山口市健康増進課（山口市保健センター）
☎083-921-2666　FAX083-925-2214
□HP  http://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/
　60/46720.html

間：10:30～12:30（開場10:00）■記念講演会「勝
ちたかったから知りたかった」講師：岩政大樹氏（元
サッカー日本代表、東京ユナイテッドFC）時間：
14:00～15:30（開場13:30）会場で販売する岩政
大樹氏の著書を購入の先着60人限定でサイン会
に参加できます。■講演会のほかにも、ブックリサイ
クルやおはなしひろば、としょかんマルシェなど盛り
だくさんのイベントがあります。■料金：無料■定員：
講演会いずれも先着400人
問い合わせ先／山口市立中央図書館
☎083-901-1040
□HP  http://www.lib-yama.jp
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時間／10:30～

会場／修士：萩セミナーハウス
          萩市堀内211-1
　　　博士：萩博物館
          萩市堀内355

萩

12月2日（日）

萩ものしり博士検定

萩ものしり博士検定は、萩の
ことをより広く・深く知ってい
ただくための検定です。新検
定の検討に伴い、本検定は今
回で最後となります。最後を
記念して、どなたでも博士検
定を受検できます。皆さんの
挑戦をお待ちしています。■
受検者特典①萩博物館と萩・
明倫学舎が入館無料（検定日
の前日と当日のみ）②受検者
限定の萩の魅力再発見ツアーに参加できます（検定日当日
13:30～、所要時間約120分、ツアー参加費1,000円、要
申込）※参加希望者は検定申込時に次のいずれかを選択。
①城下町ジオさんぽコース②浜崎ジオさんぽコース■合格
者特典①認定証を授与、認定バッジを進呈②修士・博士合
格者の集い『萩ものしり修士・博士の会』にご案内③博士合
格者は、「まちかど解説員」に任命され萩博物館に生涯無料
で入館できます■受検料：修士：1,000円、博士：2,000円■
申込方法：萩市まちじゅう博物館推進課などに備え付けの申
込用紙（萩まちじゅう博物館のHPからもダウンロード可）を
郵送またはFAX。萩ものしり博士検定HP専用フォームから
申し込みできます。■申し込み期限：11月13日（火）
問い合わせ先／萩ものしり博士検定事務局
〒758-8555　萩市大字江向510
☎0838-25-3290　FAX0838-26-0716
□HP  http://machihaku.city.hagi.lg.jp/monoshiri.htm

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（金・祝）

第9回入山アキ子
～新曲お披露目～
ふるさとチャリティー
コンサート

時間／14:00～
美祢市美東町のご出身で美祢市ふるさと交流大使でもあ
る「歌う看護師」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。毎回、ご自身の曲はもちろん多彩な曲
も披露され、ファンの方以外にも楽しんでいただけます。
チャリティーコンサートですのでたくさんの方のご協力を
お願いします。■料金：3,000円（お土産付き）■チケット
販売所：ショッピングセンターサイサイみとう、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（山口市）
問い合わせ先／入山アキ子後援会事務局
☎04-2956-0448
□HP  https://karusuto.com/event/181123ai/

会場／厚狭地区複合施設
          山陽小野田市大字鴨庄94

11月23日（金・祝）

明治150年特別展
「幕末維新という時代～
厚狭毛利家家臣二歩家の
記録」記念講演会

時間／14:30～16:00
長崎大学教育学部准教授の田口由香さんを講師に迎え、記
念講演会を開催します。■演題：「明治維新と四境戦争」■
受講料：無料■定員：先着120人■申し込み方法：電話（9:00
～17:00）■申し込み期間：11月8日（木）～18日（日）
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）
　　　1階市民スペース、2F展示ホール
          防府市戎町1-1-28

防府

11月24日（土）～12月2日（日）

瀬戸内デザイン
グランプリ2018

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」。3回目の開催となる今年のテーマは「花」のポスターで
す。ユニークで楽しい子どもたちのアイデアによるポスターの入
賞作品をアスピラートで発表します。■料金：無料■休館日：火曜 
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／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

11月24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25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／萩往還おもてなし茶屋
　　　（旧小林家住宅）
          萩市大字佐々並2524-1

萩

11月25日（日）

宿場町で維新の志士の
模擬結婚式プロジェクト

時間／11:00～13:30（行列は１１:00～）
萩往還の宿場町、佐々並市重伝建地区内で江戸後
期から昭和初期頃までの祝言の様子を再現しま
す。歴史ある町並みと伝統的建造物を舞台に、花
嫁道中、結婚式、披露宴、そして地元の人が花嫁が
腰を落ち着けるよう地蔵を持ってくる「地蔵婚」を
行い、当時の料理も再現します。※少雨決行
問い合わせ先／萩往還佐々並どうしんてやろう会
☎0838-56-0033

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3階

防府

11月29日（木）

防府図書館利用者懇談会

時間／10:30～12:00
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。■定員：先着15人■申し込み方
法：はがき・FAX・来館のいずれか■応募要件：住所・
氏名（ふりがな）・電話番号をご記入の上お申し込み
ください。電話申し込み不可。
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）
　info@library.hofu.yamaguchi.jp
□HP  http://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

山陽
小野田

会場／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

1月14日（月・祝）

音楽の絵本～笑門来福～

時間／13:30～
0歳から親子で楽しめるコンサート「音楽の絵本」を開催しま
す。個性豊かな動物たちのコンサートは、子ども達の耳と目
をとりこにします。今回は、お正月限定プログラムで、動物た
ちが着物姿で登場。いつもとは、ひと味違うコンサートをお
届けします。※チケット一般発売10月14日（日）開始■料
金：全席指定2,800円、財団友の会会員2,500円、ファミ
リーⅡチケット5,000円（家族など2人分）、ファミリーⅢチ
ケット7,500円（家族など3人分）、ファミリーⅣチケット
9,000円（家族など4人分）※当日500円高※3歳以下のひ
ざ上鑑賞無料■チケット販売所：文化会館、ローソン、セブン
イレブン、ファミリーマート、財団HP※ファミリーチケット・介
助者のチケットの取り扱いは文化会館のみ
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355
□HP  http://ube-bunzai.jp/ticket/
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