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山口県央連携都市圏域イベント情報

山口県央連携都市圏域となった山口市・宇部市・萩市・防府市・美祢市・山陽小野田市・津和野町の７市町。
産業、歴史、文化などそれぞれの個性と魅力を持つ各市町のイベントに出かけませんか。
あなたと７市町をつなぐ新しい出会いや発見の種が今月も盛りだくさんです。
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美祢市

第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

11月23日（金・祝）

山陽小野田市
P i c k  U p

厚狭秋まつり
11月11日（日）

萩市

萩時代まつり
11月11日（日）

津和野町

堀庭園
ライトアップ

11月2日（金）
～4日（日）

山口市

山口天神祭
11月23日（金・祝）

防府市

御神幸祭（裸坊祭）
11月24日（土）宇部市
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宇部まつり

11月3日（土・祝）、
4日（日）
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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

11月25日（日）まで

萩美術館・浦上記念館
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（入館は16:30まで）
　　　会期中、毎週金曜は19:00まで開館
　　　（入館は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。■観覧料：一般1,000円（800円）、70歳以
上・学生800円（600円）■休館日：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/

会場／英雲荘
          防府市お茶屋町10-21

防府

11月4日（日）まで

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／秋芳洞、黒谷口、秋芳洞商店街
          美祢市秋芳町秋芳洞

美祢

11月4日（日）まで

明治維新150年企画
～未来維新交響
ファンタジー

時間／17:00～20:00
イルミネーションイベント「未来維新 光響ファンタ
ジー」が、11月4日（日）までの期間、美祢市秋芳町
の秋芳洞とその周辺にて開催されます。七色に染
まる日本最大級の鍾乳洞を観に、秋芳洞へ出かけ
てみてはいかがでしょうか。■料金：前売券：大人
1,200円、中学生950円、小学生600円 当日券：
大人1,500円、中学生1,200円、小学生800円
（未就学児無料）■チケット販売所：美祢市観光振
興課、（一社）美祢市観光協会、（一社）長門市コン
ベンション協会（センザキッチン内）、（一財）山口
観光コンベンション協会、新山口駅北口観光案内
所、（一社）山口県観光連盟 、近畿日本ツーリスト
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
□HP  https://karusuto.com/notice/181026kfantasy-at/

会場／萩市内各所

萩

11月11日（日）まで

萩・明治維新150年祭
萩・食の祭典
～つながる、ひろがる、
萩食づくし～

【萩食祭レストラン】11
月10日（土）18：30～
20：00は［萩食祭レス
トラン エンディングイ
ベント「萩食を語る」］
が開催。ゲストに萩ふ
るさと大使、俳優升毅
さんを迎え、特別メ
ニューとして提供され
た料理数品を食べてい
ただきながら、萩の食
材等についてお話しい
ただきます。■会場：萩本陣■参加費：無料（料理の
提供はございません）■定員：60人程度。また、期
間中、萩市内の協力店舗においては、萩ふるさと
大使である奥田政行シェフによる助言の下、宇部
フロンティア大付属香川高等学校食物調理科の生
徒の皆さんが考案した、萩の食材を使った特別メ
ニューの料理が提供されます。◎協力店舗萩暦、
割烹千代、見蘭牛ダイニング玄、高大、ダイニング
まめだ、萩の宿常茂恵、Brasserie Lab（ブラッス
リー ラボ）、末益、維新亭、萩本陣、萩元気食堂、か
ばやん、寿司 一清 めしやぶち
問い合わせ先／萩市企画政策課
☎0838-25-3102　FAX0838-26-3803
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/12/h24515.html

会場／萩市川上明神島運動公園
          萩市川上3342-1

萩

11月25日（日）まで

萩・長門峡観光遊覧船
秋期運航

時間／9:00～16:00
阿武川ダム湖の湖面からの壮大な自然景観を眺め
ることができます。また、川上地域に伝わる阿武川
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／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

11月25日（日）まで

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

時間／9:00～17:00（入館は16：30まで）

問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.html

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■休館日：会期中無休
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萩 作品募集

1月31日（木）まで

萩まちじゅう
フォトコンテスト2018

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。自
然 や 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（カラー、モノク
ロいずれも可、セピアや、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（応募票を記入の
上、裏面に貼り付ける）②電子画像データ（JPEG形式
で10MB以内、データタイトルを応募票タイトルに合わ
せる）※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）※応募は、原出力作品（写真１点ごと
に応募票を記入し裏面貼付）は郵送または持参。電子
画像データ（タイトルを応募票に揃える）は、専用メー
ルアドレス（photo2018@hagishi.com）へお申し込
みください。両方のご提出が完了すると、応募受付と
なります。
問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  http://hagishi.com/news/detail.php?a=
　2018100120054369

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／9:00～17:00

会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

12月2日（日）まで

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、新しい俳句論章などを
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／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
①十朋亭維新館②山口市菜香亭③山口市歴史民
俗資料館の三館を巡って、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：①十
朋亭維新館：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、70
歳以上、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
問い合わせ先／十朋亭維新館
☎083-902-1688
　jippotei@wind.ocn.ne.jp

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

問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  http://www.hagishi.com/event/coupon/

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

12月2日（日）まで

毛利博物館特別展
「国宝」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
雪舟筆「四季山水図」、「古今和歌集（高野切本）」
をはじめとする国宝や重要文化財など、美術的にも
歴史的にも高く評価されている毛利家伝来の優品
を一堂に展示します。■入館料：大人1,000円、小
中学生500円。博物館・庭園共通：大人1,200円、
小中学生600円※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／防府市青少年科学館（ソラール）
          防府市寿町6-41

防府

12月2日（日）まで

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
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 
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

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■ガイドブック販売所：萩市観
光協会ほか
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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／道の駅「ハピネスふくえ」
          萩市福井下4014-2

萩

11月3日（土・祝）

第38回福栄
ふるさとまつり

時間／9:30～15:00
萩市明治維新150年を記念した豪華イベント満載！
福栄の魅力をHUG（はぐ）しよう！ ■池田彩LIVE＆
サイン・握手会（プリキュアシリーズ主題歌）■キラ

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
☎0838-54-2988

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／堀庭園
          島根県鹿足郡津和野町邑輝795

津和野

11月2日（金）～4日（日）

堀庭園ライトアップ

時間／18:00～21:00（最終入場20:30）
紅葉の名所堀庭園にて、特別拝観と夜間ライトアッ
プを11月2日から4日までの3日間開催します。静
寂の夜のとばりに浮かび上がる幻想的な時間をお
楽しみください。■入園料：大人500円、中高生
300円、小学生200円■休館日：月曜（11月は無
休予定、月曜が祝日の場合はその翌日）
問い合わせ先／堀庭園
☎0856-72-0010
□HP  http://tsuwano-kanko.net/info/2018horiteien/

会場／萩阿武川温泉
          萩市川上4892-1
　　　～長門峡竜宮淵
          萩市川上竜宮淵

萩

11月3日（土・祝）～25日（日）の土・日・祝日

紅葉を楽しむ長門峡
無料シャトル便

紅葉シーズンの土・日・祝日限定で萩阿武川温泉か
ら長門峡竜宮淵間の無料シャトルバス便を運行し
ます。紅葉に染まった長門峡を散策してみません
か。①阿武川温泉9:50⇒民俗資料館9:54⇒萩・長
門峡観光遊覧船9:55⇒長門峡温泉10:15⇒長門
峡竜宮淵10:20長門峡竜宮淵10:40⇒長門峡温
泉10:45⇒萩・長門峡観光遊覧船11:05⇒民俗資
料館11:06⇒阿武川温泉11:10②阿武川温泉
14:00⇒民俗資料館14:04⇒萩・長門峡観光遊覧
船14:05⇒長門峡温泉14:25⇒長門峡竜宮淵 
14:30長門峡竜宮淵15:20⇒長門峡温泉15:25
⇒萩・長門峡観光遊覧船15:45⇒民俗資料館
15:46⇒阿武川温泉15:50 ※大雨等の荒天時は
運休。■料金：無料 
問い合わせ先／川上総合事務所産業振興部門
☎0838-54-2121

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、年末年始
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／防府市公会堂
          防府市緑町1-9-1

防府

11月1日（木）

クレイジーケンバンド・
防府公演　
CRAZY KEN BAND 
TOUR 2018 
GOING TO A GO-GO 
Presented 
by NISHIHARA SHOKAI

時間／18:30～
横山剣さん率いるクレイジーケンバンドのライブが
防府市で開催されます。皆様のご来場をお待ちし
ております。■入場料:全席指定6,900円※当日
500円高※年齢制限なし。ただし4歳未満でもご入
場されるすべてのお子様のチケット必要。■申し込
み方法：窓口または電話■プレイガイド：アスピラー
ト、防府市公会堂、山口情報芸術センター、周南市
文化会館、ローソンチケット、チケットぴあ
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5151（アスピラート）
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃aspi-111/
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会場／萩市三見公民館
          萩市三見2393

萩

11月3日（土・祝）

萩美祭2018
萩の器×手打ちそば×
地酒～長門峡～

時間／14:00～17:00
手打ちそばに挑戦！ 萩の器でおいしい萩の地酒～長
門峡～とともに味わいます。■料金：1,000円■定
員：12人■申し込み方法：電話で山口県立萩美術館・
浦上記念館へ申し込み（☎0838-24-2400）■応

問い合わせ先／萩美まちなか交流実行委員会
（山口県立萩美術館・浦上記念館内）
☎0838-24-2400
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.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／江崎漁港市場
          萩市大字江崎8765-11

萩

11月4日（日）

江崎定置網朝市

時間／8:00～売り切れ次第終了
8:00～水揚げ風景見学、9:00～惣菜や海産物等
の販売、9:30～鮮魚販売　売り切れ次第終了
問い合わせ先／山口県漁協江崎支店
☎08387-2-0321

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

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／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

会場／山口市民会館
          山口市中央2-5-1

山口

11月3日（土・祝）、4日（日）

山口市民文化祭

時間／3日（土・祝） 10:00～17:15
　　　ステージ2部のみ18：00開演
　　　4日（日） 10:00～16:00
文化祭には、ステージ部門と展示部門があります。ス
テージ部門は三つに分かれていて、１部が民踊・詩吟・腹
話術のステージ、２部がダンスやバレエのステージ、そ
して３部が日本舞踊や琴、尺八などのステージになって
います。1部と２部が３日（土・祝）、３部は４日（日）に行い
ます。また、展示部門は、お花や盆栽、洋画、陶芸、編み
物などの作品をホール全体に展示し、ひとつの会場で
様々な分野の作品がお楽しみいただけます。今年は55
の文化団体が、日頃の活動の成果を発表します。■料
金：無料（２部のみ入場料1,000円、お茶席400円）■チ
ケット販売所：山口市民会館、山口市文化交流課
問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-2717

会場／山口市中心商店街

山口

11月3日（土・祝）

ＨＯＬＡ！やまぐち
スペインフィエスタ

時間／10:30～18:00
山口県は「フランシスコ・サビエル」の故郷であるスペイ
ン・ナバラ州と、山口市はナバラ州の州都であるパンプ
ローナ市と姉妹提携を結んでいることから、「スペイン」
をキーワードに開催されるイベントです。飲んで、食べ
て、踊って、スペインを体感しませんか？
問い合わせ先／山口市商店街連合会
☎083-925-2300
□HP  http://www.yamaguchi-machinaka.com/

問い合わせ先／萩市福栄総合事務所地域振興部門
☎0838-52-0121

キラ☆プリキュアアラモード・キュアホイップと遊ぼ
う！ ■ニンテンドースイッチなどが当る大福引大会
■大板山たたら太鼓■地元園児・児童・生徒による
オープニングステージ■料金：無料

募要件：氏名・年齢・住所・電話番号（飲酒の有無をお
知らせください。）
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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／熊谷家住宅
          萩市今魚店47

萩

11月7日（水）

【明治維新150年記念催事】
明治維新胎動の地・
山口から
ニュービジネスを考える
－萩－

時間／13:30～16:10
2018（平成30）年は明治改元から150年を迎える年
です。それを記念し、明治維新前後に活躍された企業
家（起業家）の、後世に語り継がれるべき『企業家（起
業家）精神』をあらためて学び、ニュービジネスに関わ
る新たな企業家（起業家）が次々と生まれる環境の創
出を目指します。 今回、維新前後に活躍し日本経済発
展の礎を築いた偉人のご子孫お二人をお招きします。
◇第一部講演　『明治150年における資本主義の原
点回帰』渋澤健氏　◇第二部講演　『毛利家の末裔が
現代の経済人に伝えたいこと』毛利元敦氏■料金：無
料■定員：80人■申し込み方法：所定の申込用紙（中
国地域ニュービジネス協議会HPからダウンロード可）

問い合わせ先／中国地域ニュービジネス協議会
☎082-221-2929
□HP  https://www.cnbc.or.jp/news/001/4129.html

会場／萩・明倫学舎本館２階 復元教室
          萩市大字江向602

萩

11月9日（金）～13日（火）

萩美祭2018
萩の器×いけばな

時間／9:00～17:00 ※13日は14：00まで
萩焼の花器に花生けびとの感性で自由に花を生け
ます。木造校舎ならではの懐かしい教室でいけば
なを鑑賞します。■料金：無料
問い合わせ先／萩美まちなか交流実行委員会
（山口県立萩美術館・浦上記念館内）
☎0838-24-2400
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/

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 悪天候の場合中止■料金：無料
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139

会場／堀庭園
          島根県鹿足郡津和野町邑輝795

津和野

11月4日（日）

堀庭園もみじ祭り

時間／10:00～18:00
紅葉の名所堀庭園にて、毎年恒例の秋のもみじ祭
りを開催し、芋煮と栗ご飯の販売や、お茶会を行い
ます。10:00～12:00には琴の演奏もしておりま
す。■入園料：大人500円、中高生300円、小学生
200円
問い合わせ先／堀庭園
☎0856-72-0010
□HP  http://tsuwano-kanko.net/info/2019horiteien/

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／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

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

により、FAX・メールまたはウェブ申込フォームにて申
し込み■申し込み期限：11月2日 （金）

宇部

11月10日（土）

「カッタ君物語」上映会&
西村知美・白須道徳
トークショー

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254
時間／9:00～12:00
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

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
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会場／山口情報芸術センター
　　　［YCAM］コミュニティ・スペース
          山口市中園町7-7

山口

11月10日（土）

いま知っておきたい
フラメンコのすベて

時間／18:30～20:30
2019（平成31）年2月に開催するダンス公演
「Israel&イスラエル」の関連イベントとして、フラメ
ンコの魅力をご紹介するレクチャーを開催します。ス
ペインの国立ラジオ局で現代音楽の番組を持つミゲ
ル・アルバレス・フェルナンデスを講師に迎え、古今の
音源を豊富に紹介しながら、フラメンコ音楽の起源か
ら現代までフラメンコの重層的な魅力を紐解いてい
きます。■料金：無料■定員：30人■申し込み方法：
HP内申し込みフォームあるいは、YCAMチケットイ
ンフォメーション■申し込み期限：定員になりしだい
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/
　lecture-by-miguel-alvarez-fernandez/

講師のミゲル・アルバレス・フェルナンデス氏

会場／萩城跡ほか市内各所

萩

11月11日（日）

萩時代まつり

時間／8:00～16:00

会場／中央公園、萩市民館、田町商店街

萩

11月10日（土）、11日（日）

萩・明治維新150年祭
第14回
萩ふるさとまつり

時間／10:00～16:00
萩の優れた産業や特産品を紹介する萩市最大の産
業まつりです。約100店が大集合し、市内の旬の農
林産物や特産品などを展示・販売します。今年は明
治維新150年を記念し、鹿児島市からの出店があ
るほか、「萩ふるさとＢ級フードグランプリ」を初め
て開催します。また、11日（日）には、スペシャルゲ
ストとして、萩ふるさと大使の升毅さんやモデルの
マーシュ彩さんも来場されます。■入場料：無料
問い合わせ先／萩ふるさとまつり出展実行委員会（萩市商工振興課内）
☎0838-25-3108

会場／道の駅「うり坊の郷katamata」
          萩市大字大字片俣1244-1

萩

11月10日（土）

うり坊の郷katamata
感謝祭

時間／10:00～15:00
今年も豊作!! 収穫に感謝を込めて、盛大に開催しま
す。米のつかみ取り、重さあてクイズ、餅つき体験、
福引き、もちまき、各種販売など■料金：無料
問い合わせ先／道の駅「うり坊の郷katamata」
☎08388-8-0114

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

美祢

11月10日（土）、11日（日）

【美祢旅】
大地に寝そべって
星座を観察しよう！
（1泊2日コース・日帰りコース）

時間／15:00～翌日10:00
　　　10日（土）日帰りコースは19：00～20：30
【1泊2日コース】１日目集合（秋吉台家族旅行村）
（15：00）…夕食（バーベキュー）（17：00～19：
00）…星座観察会（19：30）、2日目木工体験・草木
染体験など（9：00～10：00）⇒解散■食事：夕食１
回（バーベキュー）■添乗員：現地係員がお世話い
たします。■料金：2人利用10,000円／1人 3人利
用9,500円／1人 4人利用9,000円／1人 ■定
員：25人（最少催行人員20人）【日帰りコース】11
月10日（土）のみ。集合（秋吉台家族旅行村）（19：
00）…星座観察会（19：00～20：30）■料金：
1,000円■定員：２０人■申し込み方法：電話または
FAX■申し込み期限：11月5日（月）
問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115　FAX0837-62-0899
□HP  https://karusuto.com/

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）※雨天決行■料金：無料
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

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）：9:00～16：00
　　　11日（日）：9:00～15：00
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。是
非この機会にこの名庭をご覧ください。■入館料：
中学生以上500円、小学生以下無料
問い合わせ先／防府市おもてなし観光課
☎0835-25-4547
□HP  https://visit-hofu.jp

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

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が御
駕籠に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。萩
ふるさと大使の升毅さん、Seventeen専属モデルの
マーシュ彩さん、STU48の大谷満理奈さんと森下舞羽
さんも大名行列に参加します。■料金：無料
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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

11月16日（金）～18日（日）

第49回防府市民文化祭
『市民茶会席』
『華道展』

時間／「市民茶会席」10:00～16:00
　　　「華道展」10:00～17:00
「市民茶会席」防府茶道連盟による交替お手前■
席料：300円。「華道展」防府市華道連盟 各流派の
作品発表■料金：無料

会場／11月17日（土）
　　　東行庵
          下関市吉田町1184
　　　11月25日（日）
　　　赤郷交流センター
          美祢市美東町赤425
　　　12月9日（日）
　　　旭総合事務所
          萩市大字明木3174

美祢

11月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～（スタート）
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（平成30）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  https://karusuto.com/event/181021akamagasekiwalk/

問い合わせ先／防府市文化協会
☎0835-26-6841

宇部

11月17日（土）

てくてくまち歩き
常盤湖の水源を訪ねる

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バトラー（発表者）が紹介し
ます。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。観覧の方も歓迎します。
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／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

11月15日（木）

ハーブを楽しむ会　
畑クッキング

時間／13:00～15:00
かんたん手作りソーセージ■持参品：エプロン、三
角巾、筆記用具■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：11月12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／JR厚狭駅在来線口
　　　美祢線各駅集合

美祢

11月16日（金）

【美祢旅】「東洋美人」
酒蔵見学とブランド・
須佐男命いかの昼食

時間／8:10～16:30
■行程：厚狭駅発（8：34）＝美祢駅発（9：02）＝長門市駅着（9：37）
＝澄川酒造場着「東洋美人」（11：30～12：20）＝昼食（梅乃葉）
（12：40～13：50）＝道の駅萩しーまーと（14：30～15：00）＝美祢

問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115　FAX0837-62-0899
□HP  https://karusuto.com/

駅（16：00頃）＝厚狭駅（16：30頃）■食事：昼食１回（いか料理）■
添乗員：厚狭駅より同行いたします。※酒造見学では室内見学もあ
りますので、新品のスリッパをご持参ください。※酒造見学では生
産量の関係でお酒の購入ができない場合があります。※昼食は天
候等により「いか」の水揚げができず、いか料理の提供ができない
場合があります。その場合、回線料理に変更となります。■料金：
7,000円（昼食代込み）■定員：20人（最少催行人員15人）■申し
込み方法：電話またはFAX■申し込み期限：11月11日（日）会場／山口市リサイクルプラザ

          山口市大内御堀489-8

山口

11月11日（日）

やまぐち
エコパークまつり

時間／9:00～14:30
環境に関する体験・展示のほか、バザー、フリー
マーケット、もちまきなど、楽しみながら学べるイベ
ントをCOOL CHOICE「やるっちゃ今！かしこい選
択」をテーマに開催します。■料金：無料
問い合わせ先／山口市リサイクルプラザ
☎083-927-7122
　shigen@city.yamaguchi.lg.jp

会場／新天町名店街
          宇部市新天町

宇部

11月11日（日）

パンマルシェ×
まちなかマルシェ

時間／11:00～15:00
市内外の人気パン店や、農産物、加工品などを扱う
店舗が多数出店します。
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／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／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/

山陽
小野田
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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／山口市小郡ふれあいセンター
          山口市小郡下郷1440-1

山口

11月17日（土）

ボッチャ体験会

時間／11:00～13:00
東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて、
パラリンピック実施競技の「ボッチャ」の体験会で
す。気軽にどなたでも楽しめますのでふるってご参
加ください。（上履きをご持参ください）■料金：無料
問い合わせ先／山口市スポーツ交流課
☎083-934-2912
□HP  http://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/22/

会場／山陽小野田市中央図書館
          山陽小野田市栄町9-13

11月17日（土）

真野謡子ヴァイオリン・
コンサート
～秋に紡ぐヴァイオリンと
ピアノの響き～

時間／14:00～15:30（開場13：30）
ヴァイオリニストとし
て世界で活躍中の
真野謡子さんとピア
ニストの松浦洋子さ
んを迎えて、コン
サートを開催しま
す。■対象：小学生
以上■プログラム：
チャイコフスキー
「なつかしい土地の
思い出 」よりメロ
ディ、プロコフィエ
フ「組曲 ロミオと
ジュリエット」、フランク「ヴァイオリンソナタ」ほ
か■料金：一般1,500円　高校生以下1,000円（全
席自由、当日券：一般2,000円、高校生以下1,200
円）■定員：先着80人■申し込み方法：山陽小野田
市中央図書館窓口■チケット販売所：中央図書館
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／山口宇部空港
          宇部市大字沖宇部625

宇部

①11月17日（土）～1月7日（月）
②11月18日（日）～1月6日（日）
③11月23日（金・祝）～1月6日（日）
④11月24日（土）～1月11日（金）
光の街UBE

時間／17:00～21:30（17日（土）のみ16:00～）
期間中、送迎デッキを無料開放。イルミネーション
と夜の滑走路の光による特別なひとときをお楽し
みください。■点灯式11月17日（土）16:00～

山陽
小野田

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

美祢

11月17日（土）

秋吉台エコツアー　
晩秋の龍護峰

時間／9:50～15:00（受付は9:20～）
■晩秋の龍護峰に登り、登山道沿いに生育する植
物を観察する。■参加料：2,000円（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：11月12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

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/
　43graduate/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、講演
会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～海を
渡った志士たち～」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）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
問い合わせ先／山口市立中央図書館
☎083-901-1040
□HP  http://www.lib-yama.jp

会場／ときわスポーツ広場
　　　管理棟前集合
          宇部市大字上宇部310
時間／9:20～12:00
黒岩地質、黒岩観音・土取水系、黒岩山横水路・高畑
水系、金吹水系、長尺り水系・厚東川用水、ときわ
ユースホステル（約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16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

②「TOKIWAファンタジア2018」

①「エアポート・イルミネーション」
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萩

11月18日（日）

萩美祭2018
すみすり－赤間硯で書芸

会場／防府市公会堂
          防府市緑町1-9-1

防府

11月18日（日）

爆笑!!
お笑いフェス③
in山口

時間／1回目 11:30～
　　　2回目 15:00～
出演者:ＴＫＯ、ロッチ、ニッチェ、三四郎、我が家、Ｕ字
工事、どぶろっく、平野ノラ、サンシャイン池崎、ゆっ
てぃ、四千頭身、岡野陽一■入場料:全席指定3,996
円※当日4,536円※3歳未満入場不可■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、まるき全店舗、グッドラック・プロモーショ
ン、CNプレイガイド、セブンチケット、ローソンチケッ
ト、イープラス、チケットぴあ、楽天チケット
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／Brasserie Lab 
　　　フランス料理と酒の店
          萩市大字東田町111-3

萩

11月18日（日）

萩美祭2018
萩の器×海と山の幸

時間／12:00～14:00
萩の人気店のシェフが萩焼作家の器からイメージを
膨らませ、地元の食材を活用した料理を作ります。セ
ルフスタイル、立食パーティー形式で食と器を楽しみ
ます。■料金：2,500円■定員：約20人■申し込み方
法：電話で山口県立萩美術館、浦上記念館へ申し込み
■応募要件：氏名・年齢・住所・電話番号
問い合わせ先／萩美まちなか交流実行委員会
（山口県立萩美術館・浦上記念館内）
☎0838-24-2400
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.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ます。
明治維新150年記念事業として、大阪から豊来家

会場／厚狭地区複合施設
          山陽小野田市大字鴨庄94

11月18日（日）

第9回SOS健康フェスタ

時間／9:30～15:00
“もっと×9 つながりを”をキーワードに健康に関す
るイベント「第9回SOS健康フェスタ」開催します。
■内容：【アリーナステージ】9：30～10：00オープ
ニングイベント、11：30～12：00コンクール表彰
式、太極拳演武【中庭】14：20～15：00健康ウルト
ラクイズ、SOSおきよう体操、もちまき※雨天の場
合はアリーナで行います。【その他】ソング＆ダン
ス、各種測定（血管年齢・骨密度測定・聴力検査な
ど）、はいはいレース、ニュースポーツアジャタ、無
料フッ素塗布（15歳未満・先着100人）、元気のり
のり汁無料試食（数量限定）、リユース会、子ども遊
びコーナー、試食コーナー）【保健センター】10：00
～11：15医師講演会「知って得する糖尿病の話」、
講師：矢賀健（山陽小野田市病院事業管理者）

問い合わせ先／山陽小野田市健康増進課
☎0836-72-1814

会場／琴崎八幡宮バス停集合
          宇部市上宇部大小路571

宇部

11月18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16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／防府市文化福祉会館 前庭
　　　（雨天時は、同会館2階17号室）
          防府市緑町1-9-2

防府

11月18日（日）

「家庭の日」
親子ふれあい
イベント

時間／10:30～14:30
山口県では、家族が一緒に過ごすことを目的として
毎月第３日曜日を「家庭の日」としています。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。～11月の内容～◎スポーツの秋！～みんなで体
を動かそう！ 竹馬、輪投げ、ストラックアウト～◎芸術
の秋を楽しもう～お楽しみ企画～■入場料：無料

山陽
小野田

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／9:30～15:00
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、じゃんけん大会やお楽し
み抽選会で盛り上がりましょう。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／中央銀天街
          宇部市中央町

④「サンタクロスロード」

時間／17:00～24:00
リニューアルした「わいわいぱぁ～く」（銀天プラザ）で
イルミネーションもパワーアップ！ ■点灯式11月24日
（土）17:00～
問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8155

会場／ときわ公園
          宇部市大字沖宇部254
時間／17:30～21:30
150万球の光がときわ公園の冬を彩る中国地方最
大級のイルミネーションイベント。光と音楽によるイ
ルミネーションショーも開催します■点灯式11月
18日（日）17:30～　※12月31日（月）は休園

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／宇部市勤労青少年会館
          宇部市松山町1-12-1

③「チャイルドドリーム」

時間／17:30～21:30（23日（金・祝）のみ18:00～）
子どもたちとつくる夢いっぱいのイルミネーション。
見る人を夢の世界へ引き込みます■点灯式11月
23日（金・祝）18:00～

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

幸輝を招き「太神楽曲芸」を披露します。
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会場／古熊神社から山口市中心商店街

山口

11月23日（金・祝）

山口天神祭

時間／13:00～16:00
会場／萩阿武川温泉公園
          萩市川上池ケ原

萩

11月23日（金・祝）

川上直売所感謝祭

時間／9:30～14:00
日頃のご愛顧と農林産物の収穫に感謝を込めて開催します。
たいやき、うどんなどの販売、お楽しみ抽選会■料金：無料
問い合わせ先／川上農林産物直売施設出荷協議会
☎0838-54-2755

会場／宇部市万倉ふれあいセンター集合
          宇部市西万倉1672

宇部

11月23日（金・祝）

今富ダム湖畔　
紅葉ウオーキング

時間／8:50～13:00

時間／①10：00～12：00②13：30～15：30

今富ダム湖畔まで往復約7㎞を歩きます。楠こもれ
びの郷「秋の大収穫祭」も同日開催。※少雨決行■
持参品：飲み物、雨具、帽子、タオルなど■料金：
500円（ぜんざい・楠こもれびの郷お買物券300円
付き）■定員：先着100人■申し込み方法：電話また
はFAX
問い合わせ先／宇部市北部地域振興課
☎0836-67-2812　FAX0836-67-2158

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

11月21日（水）

ハーブ公開講座
「ローズマリー軟膏と
ルームスプレーを作って
冬を乗り切りましょう！」

ローズマリー軟膏とルームスプレーを作ろう。■持
参品：筆記用具■料金：1,000円■定員：各先着10
人■申し込み方法：電話またはFAX■申し込み期
間：11月5日（月）～16日（金）
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　FAX0836-37-2889

会場／学びの森くすのき
          宇部市大字船木361-6

宇部

11月23日（金・祝）

お菓子のフォトフレームを
作ろう！

写真立てに、マカロンなどのお菓子に似せたパーツ
を飾り付けて、自分だけのオリジナルフォトフレーム
を作ろう！※小学校低学年以下は保護者同伴■料金：
700円■定員：先着各10人■申し込み方法：電話ま
たはFAX■申し込み期限：11月16日（金）
問い合わせ先／宇部市学びの森くすのき
☎0836-67-1277　FAX0836-67-0691

会場／ときわミュージアム　
　　　ミュージアムショップCactus
          宇部市野中3-4-29

宇部

11月23日（金・祝）

世界を旅する植物館の
植物を販売！

時間／9:30～17:00

時間／①10：00～11：00②11：00～12：00
　　　③12：00～13：00

世界を旅する植物館で栽培した植物を販売します。
（熱帯植物やサボテンを予定）※なくなり次第終了
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎0836-37-2888

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

11月23日（金・祝）～1月6日（日）

冬の企画展
「ウインターガーデン」

時間／9:30～17:00（入館は16:30まで）
世界を旅する植物館の中庭テラスにウインター
ガーデン（植物館の中の小さな植物館）が出現！ 
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

カ ク タ ス

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

①11月18日（日）～12月16日（日）
②12月8日（土）

①「えんとつ町のプペル」
　光る絵本展 in 宇部

時間／17:30～21:00（土・日・祝10:00～21:00）
■料金：高校生以上500円、小・中学生300円■休
館日：火曜

会場／山口県立萩美術館・
　　　浦上記念館陶芸館多目的室
          萩市平安古町586-1
時間／①13:00～14:30
　　　②15:00～16:30
赤間硯で墨をすり、徳地和紙に書を表現します。それ
を折ってブックカバーを作ってみよう。■料金：1,000
円■定員：各10人■申し込み方法：電話で山口県立萩
美術館・浦上記念館へ申し込み■応募要件：氏名・年
齢・住所・電話番号
問い合わせ先／萩美まちなか交流実行委員会
（山口県立萩美術館・浦上記念館内）
☎0838-24-2400
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/

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

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
□HP  http://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/
　60/46720.html

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
み要予約）■申し込み期限：11月8日（木）

会場／ときわレストハウス
       　宇部市野中3-5-17

②にしのあきひろトークショー

時間／17:00～18:30
にしのあきひろ（えん
とつ町のプペル著者・
お笑いコンビ キングコ
ング）のトークショー。
※光る絵本展の入場
券か半券が必要です。
■料金：無料

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1階市民スペース、2階展示ホール）
          防府市戎町1-1-28
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／山口県立萩美術館・
　　　浦上記念館エントランスロビー
          萩市平安古町586-1

萩

11月23日（金・祝）

萩美祭2018
トワイライトコンサート

時間／17:00～18:00
声楽家の白岩洵さん（バリトン）とピアニストの古田
香織さんによるコンサートです。晩秋の暮れゆくひと
とき、バリトンの歌声とピアノの音色にひたってみま
せんか？■料金：無料
問い合わせ先／萩美まちなか交流実行委員会
（山口県立萩美術館・浦上記念館内）
☎0838-24-2400
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/

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。
１０００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
御輿と巨大な御網代輿（おあじろこし）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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

11月23日（金・祝）

西畠清順さんと植物で
巨大オブジェを作ろう！

時間／13:30～15:30
世界を旅する植物館を監修したプラントハンターでそら
植物園代表の西畠清順氏とオブジェを作ります。※小学
生以下は保護者同伴■料金：中学生以上300円、3歳～
小学生100円■定員：先着20人■申し込み方法：電話ま
たはFAX　■申し込み期間：11月5日（月）～19日（月）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎0836-37-2888　FAX0836-37-2889 

山口の三大祭りの一つ
に数えられているお祭
りです。古熊神社から御
旅所まで、御神幸行列
が練り歩き、八坂神社
から参勤交代を彷彿さ
せる備え立て行列が合
流し、その様子は江戸
時代の風情を今に伝え
る歴史絵巻のようです。

問い合わせ先／古熊神社社務所
☎083-922-0881
□HP  http://yamaguchi-city.jp/calendar/
　autumn2.html#autumn12

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／14：30～（開場は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

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／石炭記念館
          宇部市大字沖宇部254

宇部

11月23日（金・祝）

連続講座　炭鉱の語り部講座　
第3弾「沖ノ山炭鉱にあった
イギリス兵捕虜収容所」

時間／13:30～14:30
宇部の歴史や魅力にせまる連続講座■料金：無料
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

や     ま

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）

山陽
小野田

会場／山陽小野田市中央図書館
          山陽小野田市栄町9-13

11月25日（日）

第6回（通算11回）
中央図書館フェスティバル

時間／9:15～16:00
■内容：9：15～オープニングセレモニー、10：00～
12：00山口東京理科大学「おもしろ科学大実験」、
10：00～明治150年関連クイズに挑戦！歴史民俗資料
館、10：00～16：001日まるごとおはなし　ほか、10：
00～図書館マルシェ＆ふろしき市、14：00～16：00市
民ときめきコンサート、その他のイベント（古本市、フ
ラワーアレンジメント体験、点字体験、宝つり、ふるさ
と紙芝居、スタンプラリー ほか）※詳しくは山陽小野

山陽
小野田

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）

歴史民俗資料館
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
限：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/

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
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会場／道の駅「ハピネスふくえ」
       　萩市大字福井下4014-2

萩

12月1日（土）、2日（日）

第26回シクラメンフェア

時間／9:00～14:00
福栄地域で育てられた、色とりどりのシクラメン
3,000鉢や地元で採れた新鮮野菜が販売されま
す。ほかにも福栄産のブドウで作ったワインの試飲
会もあります。■料金：入場無料

会場／ときわ湖水ホール集合
          宇部市大字沖宇部254

宇部

11月27日（火）

ときわ湖畔ウオーク

時間／10:00～12:00（受付は9：30～）
秋の湖畔を元気に歩こう。※小雨決行■持参品：帽
子、飲み物、タオル■料金：無料
問い合わせ先／宇部市健康増進課
☎0836-31-1777

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

会場／山口市内各所

山口

12月1日（土）～31日（月）

12月、山口市は
クリスマス市になる。

12月、山口市はクリスマス市になります。1552（天
文21）年12月9日、大内義隆はフランシスコ・ザビエ
ルの布教活動を寛容に受け入れ、日本で初めての降
誕祭（クリスマス）が山口で祝われたと伝えられてい
ます。この歴史的史実をもとに「灯り」や「音楽」、
「食」、その他のイベントを開催します。歴史に抱かれ
た山口の街で、温故知新のメリークリスマス。
問い合わせ先／日本のクリスマスは山口から実行委員会
☎083-925-2300
□HP  http://www.xmas-city.jp/

会場／防府市中心市街地一帯

防府

12月1日（土）～1月14日（日）

冬の幸せますフェスタ
“光と音のページェント2018

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

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／ときわミュージアム
　　　 宇部市野中3-4-29

宇部

11月25日（日）

～小さな癒しの世界～
苔テラリウム

時間／10:00～12:00
苔テラリウムを作ろう！ ■持参品：筆記用具■料金：
1,500円■定員：先着30人■申し込み方法：電話または
FAX■申し込み期間：11月5日（月）～19日（月）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎0836-37-2888　FAX0836-37-2889

会場／ときわ公園（UBEビエンナーレ
　　　彫刻の丘、じゃぶじゃぶ池付近）
　　　 宇部市大字沖宇部254

宇部

11月25日（日）

EAT UBE！2018
～宇部を食べつくせ！～

時間／10:00～16:00
宇部の食を味わい、楽しむイベント。マルシェ、ファー
マーズマーケットなど100店舗以上が集結。アンパン
マンショーや高重翔氏（マジックの世界大会第3位）
のマジックショーなども開催します。
問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8353

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

11月25日（日）

フォーラム
「アートなまちづくり」

時間／10:30～12:00
アートとまちづくりをテーマにトークイベントを開催
します。出席者：茂木健一郎氏（脳科学者）ほか。
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282

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）

明治維新150年記念
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

萩往還の宿場町、佐々並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、そして地下
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■料金：無料
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／山口県立萩美術館・浦上記念館茶室
      　 萩市平安古町586-1

萩

11月25日（日）

萩美祭2018
「斎藤敏寿の茶室熔結」
クライマックス茶会

時間／15:00～15:30、15:45～16:15、
      　16:30～17:00
陶芸家の斎藤敏寿さんから作品についてのお話を聞き
ながらお茶を楽しみます。萩の陶芸家、兼田昌尚さんに
亭主をつとめていただきます。■料金：500円■定員：各
8人■申し込み方法：電話で山口県立萩美術館・浦上記
念館へ申し込み■応募要件：氏名・年齢・住所・電話番号
問い合わせ先／萩美まちなか交流実行委員会
（山口県立萩美術館・浦上記念館内）
☎0838-24-2400
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/

田市中央図書館にお問い合わせいただくか、チラシ、
山陽小野田市図書館ＨＰをご覧ください。■料金：無料

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：ハガキ・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
〒747-0035　防府市栄町1-5-1ルルサス防府3階
☎0835-22-0780（防府図書館）　FAX0835-22-9916（防府図書館）
　info@library.hofu.yamaguchi.jp
□HP  http://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

問い合わせ先／道の駅「ハピネスふくえ」
☎0838-52-0356
問い合わせ先／福栄総合事務所産業振興部門
☎0838-52-0121
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/69/

会場／うべ新鮮市場　元気一番
       　宇部市八王子町12-24

宇部

12月1日（土）

ワタリガニ・鰆まつり

時間／9:00～15:00
旬を迎えるワタリガニ、鰆(さわら)の販売など
問い合わせ先／山口県漁業協同組合宇部岬支店
☎0836-31-0233
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山陽
小野田

会場／厚狭地区複合施設アリーナ
       　山陽小野田市大字鴨庄94

12月2日（日）

フィットネス、バレエ、ヨガ
の要素を組み合わせた
エクササイズ
「バレトン」

時間／10:30～11:30
全身の筋力バランス・柔軟性・心肺機能向上さらには
脂肪燃焼が期待できるエクササイズです。シンプルな
動作の繰り返しで、しっかり汗もかけます。一緒にいい
汗をかきましょう！ ■受付時間：10：00～10：20■講
師：山野真由美（ヨガ＆ピラティスインストラクター）■
持参するもの：汗ふきタオル、飲み物、ヨガマットまた
はバスタオル※貴重品については各自で管理してく
ださい。■料金：500円（保険料含む）■申し込み方法：
窓口または電話■申し込み期限：11月22日（木）
問い合わせ先／山陽小野田市健康増進課
☎0836-72-1814

会場／小俣八幡宮
       　防府市大字台道1143

防府

12月2日（日）

笑い講

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

山口

12月5日（水）

～山口ふるさと伝承総合
センター共同開催講座～
漆器で辿る異文化交流の
様子と大内塗体験

山陽
小野田

会場／道の駅「潮彩市場防府」
       　防府市新築地町2-3

防府

12月2日（日）

防府市
農林水産業まつり

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

会場／山陽小野田市地方卸売市場
　　　  山陽小野田市西高泊1184-1
     　  （高須バス停から南に550ｍ）

12月2日（日）

第9回山陽小野田市
農林水産まつり

時間／9:00～14:15
■内容：9：00～餅のプレゼント（先着100人）、新鮮！ 
とれたて野菜・水産加工品販売、チェーンソーアート
の実演、高千帆小学校マーチングバンドによる演奏、
寝太郎太鼓の演奏、YUKIHIRO LDFによるキッズダ
ンス、マジックショー、幸せブラザーズによるコミック
ソング、チェーンソーアートの実演、13：00～品評会
表彰、14：00～ふれあい餅まき大会
問い合わせ先／農林水産まつり実行委員会事務局（農林水産課内）
☎0836-82-1152

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

12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／農事組合法人
　　　あいのう木田じゃがいも畑
       　宇部市二俣瀬木田

宇部

12月2日（日）

じゃがいも収穫交流会

時間／9:30～12:00
生産者のお話、じゃがいも収穫（1組10株程度、収
穫したじゃがいもは持ち帰り可）、じゃがいもの試食
（蒸しじゃがいもを予定）※少雨決行■持参品：長
靴、軍手、移植ごて、飲み物、雨天時はカッパなど■
料金：1組500円■定員：20組（1組5人以下）■申し
込み方法：電話■申し込み期限：11月20日（火）
問い合わせ先／宇部市農林振興課
☎0836-67-2819

会場／琴崎八幡宮バス停集合
       宇部市上宇部大小路571

宇部

12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：11月30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

山陽
小野田

時間／8:30～16:00

会場／ドライブインみちしお集合
       　山陽小野田市埴生2216-7

12月2日（日）

スマイルコースト・ウォーク
～美しい海岸線と
夕陽を楽しむ30㎞～

山陽小野田市にある長い海岸線や「日本の夕陽百選」
に認定されているきららビーチ焼野の夕陽を体感する
ウォーキング大会です。山陽小野田名産品などの「食」
も楽しみながら30㎞を歩きます。歩いて、食べて、温泉
も満喫できるウォーキングです。■コース：ドライブイン
みちしお（受付7：30～8：00）開会式8：30、出発8：40→
津布田海岸→梶漁港→縄地ヶ鼻公園→東沖緑地→刈
屋→きらら交流館（ゴール受付終了16：30）■特典：きら
ら交流館トロン温泉入浴無料チケットプレゼント！（当日
限り有効）、ANA機内で人気のコンソメスープをご用
意！■持ってくるもの：飲み物、振込用紙の控え※小学生
は必ず保護者が同伴してください。※荒天中止、順延な
し※詳しくは山陽小野田観光協会ＨＰをご覧ください。
■料金：一般・中学生以上1,500円、小学生1,000円※
軽食、完歩賞、傷害保険料を含みます。※申込終了後の
参加取り消しや、荒天による大会中止の場合は、参加料
は返金しません。ご了承ください。■定員：100人■応募
要件：○振込：山口銀行の窓口で申込兼振込用紙に記入
し振込○現金書留：申込兼振込用紙に参加料を添えて
山陽小野田観光協会へ郵送※申込兼振込用紙は山陽
小野田市シティセールス課、山陽総合事務所、各支所、
各公民館、各図書館などに備え付け■申し込み期限：
11月20日(火)当日振込または消印有効
問い合わせ先／山陽小野田観光協会（山陽小野田市シティセールス課内）
☎0836-82-1313
□HP  http://sanyoonoda-kanko.com
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会場／ルルサス防府2Ｆ多目的ホール
       　 防府市栄町1-5-1

防府

12月15日（土）

第９回お笑い講
世界選手権大会

時間／10:00～15:00
12月の第1日曜日に執り行われる、防府市大道小
俣地区の伝統行事である「笑い講」を広く一般に、
また世界に向けて発信しようと行われているのが、
この「お笑い講世界選手権大会」です。3人1チー
ムで、2チームが向かい合って笑いの対戦をしま
す。1人目は「感謝の笑い対戦」、2人目は「祈りの
笑い対戦」、3人目は「再出発の笑い対戦」を行い
ます。「品格」「迫力」「会場を幸せにする笑い」を
評価項目として審査員がジャッジします。当日は、
世界中の笑いが防府市に集まる素敵な1日になり
ます。■観覧料：無料 ■申し込み方法：チーム名、
チームの特徴、代表者の住所、氏名、電話番号、参
加者全員の氏名を、はがき・ＦＡＸ・メールのいずれ
かで、世界お笑い協会へお申込みください。■申し
込み期限：11月20日（火）
問い合わせ先／世界お笑い協会
【（一社）防府観光コンベンション協会内】
〒747-0029　防府市松崎町11-19
☎0835-25-2148 FAX0835-25-4537
　info@hofu-kan.or.jp
□HP  httpｓ://www.hofu-kan.or.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

12月9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：12
月4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／毛利博物館
      　 防府市多々良1-15-1

防府

12月9日（日）～1月28日（日）

毛利博物館企画展
「正月飾り」

時間／10:00～15:00
毛利家伝来の「正月飾り」ほか、正月にちなんで、
福を招く吉祥の意匠が描かれた絵画や工芸品な
ど、毛利家伝来のめでたい品々を展示します。■営
業時間：9:00～17:00（入館は16:30まで）■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）■休
館日：12月22日（土）～31日（月）
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／萩博物館
      　 萩市大字堀内355

萩

12月8日（土）～3月3日（日）

新収蔵庫完成記念企画展
「萩博 美のイッピン！
（第２期）」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
開館14年目を迎えた萩博物館は多くの方々から寄贈・
寄託いただいた膨大な資料を収めるため、このたび新
収蔵庫を建設しました。これを記念し、収蔵されてきた

問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htmｌ

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

12月8日（土）

ヒューマンフェスタ
さんようおのだ
～人権を考える集い2018～

時間／13:30～15:40
「哲学でみんなが輝ける社会を作る方法」をテーマ
に、ヒューマンフェスタさんようおのだを開催します。
■プログラム：13:30～15：40開会事業（人権に関す
る作品表彰ほか）、14：05～15：35講演会「哲学で
社会を明るくする方法」、講師：小川仁志（山口大学
国際総合科学部国際総合科学科准教授）■同時開
催：人権に関する児童・生徒のポスター等の展示、「人
権の花運動」取組パネル展示 ほか■入場料：無料 
問い合わせ先／人権・男女共同参画室（市民生活課内）
☎0836-82-1137

会場／中原中也記念館
      　 山口市湯田温泉1-11-21

山口

12月8日（土）

企画展Ⅱ「文士の肖像―
林忠彦写真展」
ゲスト・トーク～写真篇～

時間／14:00～14:30
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。周南市美術博物館学芸課長の松本氏
に解説していただきます。■入館料：一般320円、
学生210円、70歳以上・18歳以下は無料

会場／山口ふるさと伝承総合センター
       　山口市下竪小路12
時間／13:30～16:00
山口市の姉妹都市であるスペインのパンプローナなど
広範な地域において流行した漆器を通じ、異文化交流
の姿や様子の一端に触れ、さらには山口市の伝統工芸
である「大内塗」も体験していただきたいと思います。
■受講料：800円（別途860円の大内塗体験料が必
要）■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：11月21日（水）
問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
山口市吉田1677-1
☎083-933-5059 FAX083-933-5029
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

会場／宇部市文化会館
       　宇部市朝日町8-1

宇部

12月6日（木）

庄野真代コンサート

時間／19:00～
「飛んでイスタンブール」「モンテカルロで乾杯」
「アデュー」「糸」「ありがとう」などを歌唱予定。■
料金：指定席3,500円、自由席一般3,000円・大学
生以下1,500円■定員：500人■チケット販売所：
宇部市文化会館、フジグラン宇部など
問い合わせ先／宇部音楽鑑賞協会
☎0836-34-2384

会場／中原中也記念館
　　　  山口市湯田温泉1-11-21

山口

12月8日（土）、9日（日）

12月10日は「山羊の日」

時間／9:00～17:00
中原中也の第一詩集『山羊の歌』が刊行されたことを記念
して、特別展示を開催。8日、9日は入館者の皆様に「山羊
を連れた中也くん」ポストカードをプレゼント。■入館料：一
般320円、学生210円、70歳以上・18歳以下は無料
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

資料の中から「美」をテーマとして、様々なイッピンを
紹介します。４月に開催した展示の第２弾です。■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■休館日：1月23日（水）～25日（金） 

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／防府市青少年科学館（ソラール）
      　 防府市寿町6-41

防府

12月22日（土）～24日（月・振休）

ソラールのクリスマス２０１８

時間／9:30～17:00
クリスマスにちなんだ、工作、アニメビデオの上映、
防府市少年少女発明クラブおよびサイエンスＦＵＮ
クラブによる作品の展示など、親子で楽しめるイベ
ントが盛りだくさんの３日間です。工作には別途材料
費の必要なものと、無料の随時工作があります。随時
工作は１日２種類で３日間で計６種類用意していま
す。■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■定員：有料工作は
各回２５人（１日４回）、無料工作は定員なし。■チ
ケット販売所：有料工作は館内で販売
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／萩市民館大ホール
       　萩市江向495-4

萩

12月23日（日・祝）

維新劇・創作ミュージカル
「SHOWIN
～若き志士たち～」

時間／14：00～、18：00～
吉田松陰先生の生涯と、彼の遺した現代に活かす
べきメッセージをミュージカルとして観客に伝える
萩発オリジナル維新劇。1998（平成10）年の初演
から、2016（平成28）年のプレ150年記念公演ま
で、約8,200人の観客を動員。明治維新150年の
今年、初演から20年を迎えます。次世代を担うこど
もたちや若者が文化芸術に親しみ、将来の地域文
化を支える人材の育成を行うことも目的で、毎回一
般公募、ワークショップを経て本番に臨む、全国で
も例を見ない地域発信型ロングランミュージカル。
■料金:前売一般：2,000円、前売高校生以下：
1,000円、当日券各500円増■定員:889席■申し
込み方法:販売窓口またはＨＰ■チケット販売所:萩
市民館、萩・明倫学舎、萩市立児童館、アトラス萩、
サンリブ萩、萩楽器店、山口井筒屋、Studio Ray
問い合わせ先／維新劇・創作ミュージカル「SHOWIN～若き志士たち」
2018実行委員会（萩市観光課内）
☎0838-25-3139

会場／宇部市文化会館
       　宇部市朝日町8-1

宇部

1月20日（日）

マンスリー古典芸能
～第一弾～講談
「一龍斎貞寿独演会」

時間／15:00～
日本の伝統話芸
「講談」の独演
会。公演前には
「 講 談 を 学 ぶ
ワークショップ」
を行います。なか
なか味わえない
講談の世界をお
楽しみください。
■ワークショッ
プ：11:00～12:00■料金：ワークショップ：1,500円、
独演会：一般2,500円、大学生以下1,000円
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355 

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

山口

12月15日（土）～3月3日（日）

マーク・テ＋YCAM
共同企画展
「呼吸する地図たち」

時間／10:00～20:00
マレーシアを拠点に活躍する演出家のマーク・テ氏を共
同キュレーターに迎え開催する展覧会です。国際交流
基金アジアセンターのCondition Reportの一環とし
て、共同主催のもと開催します。この展覧会では、明治
維新の勃興から150年の節目を迎える山口の歴史・文
化を起点に、東南アジアと日本のアーティストたちがそ
れぞれの土地を「歩く」ことにより獲得してきた個人的
体験や視点を現代日本の都市や地域社会に逆照射す
ることで新たな「地図」を描き出します。展示では、アー
ティスト自身の言葉によって語られるレクチャー・パ
フォーマンスを軸にしながら、作品展示や関連ツアーな
ども開催予定です。■料金：無料■休館日：火曜■定員：
50席（展示はのぞく）■申し込み方法：み申し込みフォー
ム（bm.form.ycam.jp）から（展示はのぞく）■申し込
み期限：定員になりしだい

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）
       　防府市戎町1-1-28

防府

12月15日（土）

アスピラートで
クリスマス2018・
第18回防府音楽祭
プレイベント
「灯り」の下でコンサート

時間／16:00～
毎年恒例のクリスマスコンサート！ 今年は東京都交
響楽団首席チェリストの、田中雅弘氏をゲストに迎え
ます。アスピラートのイルミネーションの下で素敵な
クリスマスのひとときを！ ■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／不二輸送機ホール大ホール
          山陽小野田市大字郡1754
　　　 （JR厚狭駅新幹線口前）

12月23日（日・祝）

第12回やまぐち少年少女
合唱祭 in 山陽小野田

時間／開演14：00（予定）
2007（平成19）年度から毎年開催している合唱の
祭典「やまぐち少年少女合唱祭 in 山陽小野田」を
今年も行います。子どもたちの美しい歌声が重なり
合い、素晴らしいハーモニーが生まれます。市内外
の様々な団体が参加し、最後には全団体での全体
合唱を披露します。ぜひお越しください。■入場券：
一般500円、高校生以下無料
問い合わせ先／不二輸送機ホール（文化会館）
☎0836-71-1000
□HP  http:www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/bunka-kaikan/

山陽
小野田

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/
　the-breathing-of-maps/

デザイン：尾中俊介［Calamari lnc.］
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