
［ 発行 ］山口市広報広聴課
TEL083-934-2753 FAX083-934-2643
http://www.city.yamaguchi.lg.jp

P i c k  U p

山口県央連携都市圏域イベント情報

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

コハーン・イシュトヴァーン＆金子三勇士
デュオリサイタル

6月23日（日）

山陽小野田市

山口県交響楽団
定期演奏会
山響サマーコンサート

6月23日（日）

萩市

道の駅
「萩・さんさん三見」
三見びわ収穫祭

6月15日（土）、
16日（日）

津和野町

輪くぐり神事
6月30日（日）

山口市

ほたる観賞Week!
6月1日（土）～7日（金）

防府市

東大寺別院阿弥陀寺 アジサイ祭
6月1日（土）～30日（日）
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宇部市

しょうぶまつり
6月9日（日）
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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

6月9日（日）まで

特別展
「究める! マグネット展」

時間／9:30～17:00（入館は16：30まで）
日常生活で活用される磁石の世界について、磁石
が引き起こす実際の現象を実験装置で体験できる
特別展です。■料金：高校生以上300円、小中学生
200円、幼児無料　※割引等適用対象：団体（20
人以上）、障がい者手帳をお持ちの方とその介護
者、防府市文化振興財団会員■休館日：月曜
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／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

6月11日（火）まで

企画展
「萩の夏みかん物語りI」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
世界文化遺産の資産のひと
つ萩城下町では、今も夏み
かんが栽培されています。萩
の夏みかんは、明治維新の
後、禄を失った武士の救済
のために、武家屋敷地を利
用して栽培が始まりました。
高値で取引が続き、結果として畑となった屋敷地が周
囲の土塀などとともに今に伝えられました。夏みかん
に関わる様々な物語を紹介し、関連の行事を開催しま
す。 ■入館料：大人510円、高大学生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
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htm

会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

6月23日（日）まで

コレクション展示
「山頭火を書いた現代人」

時間／10:00～18:00
大正から昭和初期にかけて活躍した自由律俳人とし
て知られる山頭火は、その生き方・俳句によって現代
に生きる我々をも魅了します。今回の企画展では、山
頭火ブームの火付け役となった永六輔や、防府市に
ゆかりのある方々等、現代人７名を取り上げ、それら
の人々が山頭火句を書画で表現した作品を展示しま
す。現代まで衰えない山頭火の魅力をぜひ身近に感
じてみてください。■入館料：無料■休館日：火曜
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-28-3107（山頭火ふるさと館）
□HP  http://hofu-santoka.jp/

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

萩

6月30日（日）まで

フィンランド陶芸　
芸術家たちのユートピア　
【同時開催】
マリメッコ・スピリッツ　
フィンランド・ミーツ・ジャパン

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
日本とフィンランドの外交関
係樹立100周年を記念し開
催されています。本展は、
フィンランド陶芸の体系的な
展示を日本で初めて試み、
黎明期から、隆盛期とも言え
る1950年代・60年代までを
名作と共に辿ります。また、
同時開催は現代のマリメッコ
のデザインを担い活躍する
デザイナーの代表作ととも
に、本展のため新たに日本をイメージしデザインし
た新作も紹介します。■入館料：一般1,300円、学
生1,100円、70歳以上1,000円■チケット販売所：
前売券は、ローソンチケット、セブンチケットでお求
めになれます。■休館日：6月3日（月）、17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／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112

山口

7月1日（月）まで

企画展
「四境戦争への道
～慶応前期の
大村益次郎と長州藩～」

時間／9:00～17:00
村医者から兵学者に転じ、我が国の近代兵制の基礎
を築いた立役者“大村益次郎”。四境戦争を皮切り
に、益次郎が長州藩兵事の中枢で活躍した業績を、
山口市指定文化財『大村益次郎関係資料』の展示に
より、紹介します。■料金：高校生以上200円、小中
学生100円■休館日：火曜（祝日の場合はその翌日）
問い合わせ先／
山口市文化交流課
☎083-934-4155
十朋亭維新館
☎083-902-1688

会場／山口県立美術館
          山口市亀山町3-1

山口

7月7日（日）まで

下瀬信雄展「天地結界」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）

萩市在住の写真家・
下瀬信雄（1944～）
は、東京で写真を学
び、家業の写真館を
継いでふるさとに住
まう中で、その文化
や自然を独自の視点
で撮り続けてきまし
た。草花や虫など身
近な自然を写し、土
門拳賞を受賞した
「結界」シリーズをは
じめ、これまでの歩
みをたどります。■料金：一般1,200円（前売
1,000円）、学生1,000円（前売800円）、70歳以
上1,000円（前売800円）、18歳以下無料■チ
ケット販売所：前売券は、ローソンチケット、セブン
チケットでお求めになれます。■休館日：月曜（ただ
し、6月3日、7月1日は開館）
問い合わせ先／山口県立美術館
山口市亀山町3-1
☎083-925-7788
□HP  https://www.yma-web.jp/

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

7月14日（日）まで

笠井順八没後100年
記念事業スタート企画展
「古写真の情報を
ください2019」

時間／9:00～17:00
名誉市民でもある笠井順八は、1881（明治14）年
に国内初の民間セメント製造会社を小野田の地に
創設し、84歳にその生涯を閉じるまで、まちの発展
と基盤づくりに尽力しました。今年は、笠井順八翁
没後100年にあたります。この企画展は、笠井順八
翁没後100年記念事業の一環とし、資料館所蔵の
古写真を再調査する目的で行います。笠井順八ゆ
かりの写真を中心に、来館者からいただいた情報
をもとに写真の場所・年代を特定する来館者参加
型の企画展です。みなさんからの情報をお待ちして
います。厚狭地区複合施設では、9月13日（金）～
24日（火）に展示します。■入場料：無料■休館日：
月曜 
問い合わせ先／山陽小野田市歴史民俗資料館
☎0836-83-5600
□HP  https://www.sanyo-onoda.lg.jp/site/rekimin/

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1 

山口

7月28日（日）まで

れきみん企画展
「発掘速報展2019」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）

山陽
小野田
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熱気球に乗って、いつもと違う空からの眺めで秋吉
台の絶景を楽しもう!　期間限定のイベントですの
で、この機会に熱気球のフライトを、ぜひ、ご体験く
ださい。■料金：大人 1,000円、小学生500円、 小
学生未満無料■小学生以下の方が搭乗される場合
は､保護者同伴

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

7月28日（日）まで

企画展
「沸騰する精神―
―詩人・上田敏雄」

時間／9:00～17:00
　　　5月～閉館18:00

時間／7:00～10:00

1900年、現在の山口県防府市に生まれた上田敏雄は、
1928年に、日本初のシュルレアリスム（超現実主義）宣
言を発表します。中也とは、1931年に入学した東京外国
語学校の同級生の間柄で、中也は詩集『山羊の歌』を上
田に献呈しています。本展は、絶えず変化し、常に新しい
詩精神によって詩をつくり続けた詩人・上田敏雄の全貌
を、貴重な直筆資料の展示を中心に紹介します。■入館
料：一般320円、学生210円、70歳以上・18歳以下無料
■休館日：月曜（祝日の場合はその翌日）、毎月最終火曜
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／防府天満宮歴史館
          防府市松崎町14-1

防府

10月20日（日）まで

防府天満宮歴史館　
特別展「生誕180年
『高杉晋作』展」
～天神さまを信仰した
幕末の風雲児～

時間／9:00～16:30
高杉晋作にまつわる非公開史料を中心に展示しま
す。■料金：大人500円（20人以上の団体は400
円）、高校生以下無料
問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
□HP  https://visit-hofu.jp

問い合わせ先／
山口県観光プロジェクト推進室
☎083-933-3204
（一社）山口県観光連盟
☎083-924-0462
□HP  https://yamaguchi-magic.jp/

会場／東大寺別院阿弥陀寺
          防府市大字牟礼1869

防府

6月1日（土）～30日（日）

東大寺別院阿弥陀寺 
アジサイ祭

時間／8:30～17:00
西のアジサイ寺として知られる東大寺別院阿弥陀
寺。緑豊かな境内には、約80種4,000株のアジサ
イが植えられ、訪れた人を華やかな浄土の世界へ
誘います。■料金：6月1日から30日までは要入山
料（大人200円、中学生以下無料）
問い合わせ先／東大寺別院阿弥陀寺
☎0835-38-0839
□HP  https://visit-hofu.jp

会場／阿知須浦地区
          （東条、小古郷、縄田、西条および砂郷）

山口

6月1日（土）

阿知須浦まつり

時間／①十七夜祭踊り曳山　 8:30～15:30　
　　　②十七夜祭御神幸祭　15:00～19:30
　　　③阿知須花火大会　　19:30～21:00 
　　　※荒天の場合、①②③は主催または
　　　当番自治会の判断により中止となる
　　　場合あり。その場合③は翌日の
　　　6月2日（日）に順延。

問い合わせ先／山口県央商工会阿知須支所
☎0836-65-2129
□HP  http://www.yama-kenoh-shokokai.jp/

■阿知須浦まつり：十七夜祭の余興となる①踊り曳
山の繰り出しは、阿知須浦地区の5つの自治会で
実施されています。踊り曳山の1階部分にシャギリ
手、2階前方部に音頭取り、最上部に見張り役が乗
り込み、音頭に合わせて約100人の曳き手がかけ
声を発しながら浦地区を訪問して踊り子の舞を披
露します。■②御神幸祭は、阿知須恵比須神社の
御神体（神輿）の御神幸（15:00頃から）および御
管絃船での阿知須漁港周辺遊覧（18:00頃から約
45分）を行うことで、地区民の幸福と海の安全を
祈願するものです。遊覧後、上陸・神事のうえ御神
体は神社に奉納されます。■③は約3,500発の花
火を阿知須きらら浜（市道きらら浜1号線沿い遊歩
道）、新小古郷防波堤から打ち上げます。観覧場所
は阿知須漁港広場、駐車場は山口きらら博記念公
園の北駐車場（無料）をご利用いただけます。

会場／おのだサンパーク
          山陽小野田市中川6-4-1 

6月1日（土）、2日（日）

きららガラス未来館
出張体験
「赤ちゃんの
足形プレート制作」

時間／10:00～15:30
赤ちゃんの足にガラス専用の絵の具を塗り、ガラス
の皿に押し当てて記念プレートを制作します。絵の
具の焼け付けのため、作品は後日お渡しします（郵
送またはガラス未来館受け取り）。なお、事前に予
約いただいた方が優先になります。■料金：1,280
円、1,380円■申し込み方法：電話 
問い合わせ先／きららガラス未来館
☎0836-88-0064
□HP  http://www.onodaglass.jp

山陽
小野田

会場／秋吉台（長者ケ森駐車場）
          美祢市秋芳町秋吉

美祢

6月1日（土）、2日（日）

5月～6月 
YAMAGUCHI MAGIC！
スタートアップキャンペーン
特別企画
「そらから魅る超絶景」

み

本企画展では、昨年度に市内各地で行われた発掘調査の
成果を紹介するとともに、史跡大内氏遺跡指定60年に関
連して、大内氏遺跡にスポットを当てます。■入館料：一般
100円（18歳以下、70歳以上、障がいのある方及び同行
の介護者は無料）■休館日：月曜（祝日の場合はその翌日）
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/ 
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会場／厚狭川河畔寝太郎公園
　　　「ゆめ広場」
          山陽小野田市石束

6月1日（土）

第19回寝太郎の里
「ほたる祭り」

山陽
小野田

会場／天神橋付近　お祭り広場
          萩市山田

萩

6月1日（土）

ホタルまつり
inやまだ

時間／17:30～22:00
萩市山田の天神橋付近を主会場に、毎年恒例となっ
ているホタルまつりが開催されます。夕闇の中、ひと
つ、またひとつと明滅するホタルに心奪われるロマ
ンチックなひと時が楽しめるほか、神楽舞やけん玉
ゆいちゃんによるけん玉の披露、もちまき、地元農産
物直売コーナー、飲食コーナーもあります。
問い合わせ先／ホタルまつりinやまだ実行委員会
☎090-1683-8468
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.
　php?d=900019

会場／一の坂川周辺
          山口市後河原

山口

6月1日（土）～7日（金）

ほたる観賞Week!

一の坂川のほたるが一年でもっとも乱舞する6月上
旬を「ほたる観賞Week!」と題し、6月1日（土）は、
ほたる祭り（17:00～）でさまざまなイベントが開催
されます。祭り当日はゆっくりとほたるを観賞でき
るように、近隣駐車場の臨時開放や一の坂川両岸
道路の交通規制も予定されています。 
問い合わせ先／
平日：山口市観光交流課
☎083-934-2810　
土・日：山口ふるさと伝承総合センター
☎083-928-3333
□HP  http://yamaguchi-city.jp/event/a_area/
　19065.html

問い合わせ先／山陽街づくり・人づくり連絡協議会
☎090-8997-4164（矢田）

会場／おのだサンパーク
          山陽小野田市中川6-4-1

6月1日（土）、2日（日）

環境展2019

時間／10:00～18:00
6月の環境月間と6月5日の環境の日に合わせて、
「環境展2019」を開催します。市内の環境状況や地
球温暖化のメカニズムなどをパネル展示します。この
機会に“環境”について、みんなで一緒に考えてみま
せんか。■イベント（10:00～16:00）名探偵アクア、
クールチョイス缶バッジづくり、温暖化診断（先着50
人）■パネル展示（10:00～18:00）■入場料：無料
問い合わせ先／山陽小野田市環境課
☎0836-82-1144
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
　soshiki/14/kankyo-ten.html

山陽
小野田

会場／おのだサンパーク
          山陽小野田市中川6-4-1

6月1日（土）、2日（日）

さんようおのだ水道展
2019

時間／10:00～18:00
市内の小学生を対象にした「さんようおのだ水道展
2019」で応募のあった図画・ポスター、習字などを展
示します。また、期間中は楽しいイベントも開催します
ので、ぜひお越しください。「水」について楽しく学び
ましょう! ■イベント（10:00～16:00/木工教室、水
道教室、水を浄化する実験ほか）■展示（10:00～
18:00/作品展示、パネル展示）■入場料：無料
問い合わせ先／山陽小野田市水道局
☎0836-83-4111

山陽
小野田

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

6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。
問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055

会場／橋本川下流域河川敷
          萩市玉江浦

萩

6月2日（日）

第16回萩の和船大競漕
～おしくらごう～

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

会場／旧堀氏庭園
          島根県津和野町邑輝795

津和野

6月2日（日）

旧堀氏庭園で楽しむ
新茶の会

時間／10:00～15:00
木々の新緑が鮮やかな庭園を眺めながら、青野山
の麓で育まれた新茶を愉しむイベントを開催しま
す。楽山荘に用意されたお茶席で、煎茶とお茶菓
子をいただきます。お誘いあわせの上、お気軽にお
越しください。■料金：700円
問い合わせ先／旧堀氏庭園
☎0856-72-0010

楽しいイベントのほか、会場脇を流れる石束川でホ
タルを観察できます。■内容：ステージイベント、青
空レストラン、ホタル観賞ほか※厚狭小学校と会場
を往復するシャトルバスが15:00頃～20:00過ぎ
まで運行しています。会場付近には駐車場がありま
せん。シャトルバスをご利用ください（運賃片道
100円、乳幼児は無料）■入場料：無料 

時間／15:00～20:00　※雨天中止
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会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

6月5日（水）～9月2日（月）

企画展
「幕末志士の投宿場・
竪小路」

時間／9:00～17:00
山口市の中心部にある竪小路筋は、萩往還で萩から
出てきたときの山口町の入口に当たり、竪小路には
宿場としての機能もありました。界隈には宿屋が多く
あり、幕末の志士が滞在したり、駆け抜けたりとして
いました。そういう竪小路の姿を紹介する企画展で
す。 ■観覧料：大人100円、小人50円■休館日：火曜
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-tatekoji.html

会場／ときわ湖水ホール前集合
          宇部市大字沖宇部254

宇部

6月8日（土）

ときわ動物園の
動物のエサを育てよう!
植え付け

時間／9:30～
サツマイモや落花生など動物のエサとなる植物の
植え付け■料金：無料■定員：先着10人■申し込み
方法：電話またはFAX
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541　FAX0836-21-5099

時間／9:30～17:30
近年、問題となっている海のゴミについての展示と
常盤湖のゴミや生息する水生生物などの展示をし
ます。■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

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

6月8日（土）、9日（日）

ラベンダー祭&マルシェ

ラベンダーの摘み取り、ハーブ製品の販売、ハーブ
でクラフト作り、宇部西高等学校の苗販売、スケッ
チ大会（小学生以下）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111

会場／常盤湖
          宇部市則貞

宇部

6月9日（日）

ちょこっと水生生物観察会

時間／10:00～11:00
常盤湖の水生生物の観察、外来種やごみのお話。
■持参品：長靴■料金：無料■定員：先着20人■申
し込み方法：電話またはFAX
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541　FAX0836-21-5099

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

6月8日（土）

第30回有帆ホタルまつり

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

山陽
小野田

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

6月15日（土）

苔テラリウムを
作ろう！

時間／10:00～11:30
■料金：1,500円■定員：先着15人■申し込み方法：電
話またはFAX■申し込み期間：6月3日（月）～13日（木）
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／防府市青少年科学館（ソラール）
          防府市寿町6-41

防府

6月15日（土）～30日（日）

特別展
「未来の科学の夢絵画展」

時間／9:30～17:00（入館は16:30まで）
次世代を担う子どもたちが、未来に「こんなのあったら
いいな」と思い描く科学への夢を自由に表現した絵画を
展示します。「第41回未来の科学の夢絵画展」の全入賞
作品を全国巡回展として展示します。■料金：高校生以
上300円、小中学生200円、幼児無料　※割引等適用
対象：団体（20人以上）、障がい者手帳をお持ちの方と
その介護者、防府市文化振興財団会員■休館日：月曜
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール）
□HP  http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp

会場／ときわ公園しょうぶ苑ほか
          宇部市野中3-2

宇部

6月9日（日）

しょうぶまつり

時間／10:00～15:00
■しょうぶ苑周辺路◎お茶席10:00～15:00、先着500
人、１席300円▽屋台10:00～15:00◎ハナショウブの
苗販売10:00～、約300株、１株500円（1人1株）◎ハ
ナショウブの栽培相談所10:00～14:00◎しょうぶ苑ガ
イドツアー①10:30～②13:00～■ときわミュージアム
五十鈴古流晴美会（いすずこりゅうせいびかい）いけば
な展～お花でつなぐ親子のふれあい～10:00～17:00■
噴水池周辺　chercher～シェルシェ～（県内外からハン
ドメイド作品や雑貨が大集合）10:00～15:00
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551 

会場／道の駅「萩・さんさん三見」
　　　（山陰道明石パーキングエリア）
          萩市三見1028-2

萩

6月15日（土）、16日（日）

道の駅「萩・さんさん三見」
三見びわ収穫祭

会場／体験学習館モンスタ
          宇部市則貞3-4-1

宇部

6月8日（土）～30日（日）

海ごみ展
～みんなで減らそう! 
ごみ、ゴミ、GOMI～

■ハモフライ・鱧しゃぶ・ハモドッグの無料ふるまい
■巨大ハモカイト■ぐにゃだこ（子ども向け凧揚
げ）■ハモクイズラリー■料金：無料
問い合わせ先／（公社）防府青年会議所
☎0835-23-2798

会場／道の駅「潮彩市場防府」
          防府市新築地町2-3

防府

6月9日（日）

ハモフェス　
～防府鱧はじめの日～

時間／10:00～15:00

時間／10:00～15:00
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会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

6月22日（土）、23日（日）

菜香亭市民ギャラリー
第4回ひろまり絵画教室展
～創造性豊かな山口の
子どもたち～

時間／9:00～17:00（最終日のみ16:00まで）
ひろまり絵画教室のみなさんによる絵画や立体作
品を約200点展示します。■観覧料：無料
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3313
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~saikou/news/news-gya.html

会場／ときわ公園正面入口集合
          宇部市則貞3-4-1 

宇部

6月22日（土）

てくてくときわ公園
「動物園と植物館の
花あわせ」

時間／9:50～12:00

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

6月16日（日）、7月21日（日）

れきみんファミリーデー!

時間／10:00～16:00

毎月第3日曜日は、れきみんファミリーデー! 子ども
向けギャラリートークや昔のくらしを体験できます。
■6月16日（日）火打石■7月21日（日）昔の洗濯
■料金：無料■当日受付
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/ 

会場／防府天満宮　春風楼付近
          防府市松崎町14-1

防府

6月16日（日）

「家庭の日」親子
ふれあいイベント

時間／10:30～14:30
山口県では、家族が一緒
に過ごすことを目的とし
て毎月第3日曜日を「家
庭の日」とされています。
防府市では、「家庭の日」
運動を推進するため、山
口短期大学（プロジェクト
チームちゃすむんき～）と
の協働により、「家庭の
日」親子ふれあいイベント
を開催します。～6月の内
容～◎コマ◎やまたんシアター◎あじさいのぬりえ
◎てるてるぼうず■料金：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
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/
　39/kateinohi-oyakofureai.html

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

6月16日（日）

第23回あじさいまつり

時間／10:00～15:00　※雨天決行
約4,000株のあじさいが園内を彩ります。■内容：あ
じさいの苗木販売、ステージイベント、ニュースポー
ツ体験、お楽しみビンゴ大会など※あじさいの鉢植
え展示6月14日（金）～19日（水）■入場料：無料
問い合わせ先／江汐公園管理棟
☎0836-83-5378

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

6月16日（日）

ハーブ公開講座
「全国一斉ラベンダーフェス
ラベンダーで
クラフトづくりと交流を
楽しんでみませんか!」

時間／10:00～15:30
ラベンダースティック、ラベンダーバスケット、ラベン
ダーサシェづくりの体験とハーブ仲間との交流を楽しみ
ましょう。■料金：500円■定員：材料がなくなり次第終了
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

山陽
小野田

会場／大内氏関連町並遺跡
          山口市野田3-1

山口

6月16日（日）

大人の発掘体験
―大内氏遺跡を掘る―

時間／9:00～12:00
　　　※雨天時は6月23日（日）
19歳以上の方を対象に遺跡の発掘体験を行います。
■定員：先着15人■申し込み方法：電話・はがき・メー
ルのいずれかで①郵便番号②住所③氏名 ④連絡先
をお知らせください。■応募要件：19歳以上の方。
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
〒753-0073　山口市春日町5-1
☎・FAX083-924-7001
　yrekimin@c-able.ne.jp
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/

会場／木間地域活性化センター 
          萩市大字山田636-1

萩

6月16日（日）

木間菖蒲園まつり

時間／9:00～16:00

木間物産展、炊き込み
ご飯、うどん、米のすく
いどり、軽トラック市
（野菜販売）、神楽舞披
露、もちまき。※木間地
域物産展（木間豆腐、
木間味噌、寿司、野菜
等の販売）は、6月8日
（土）～16日（日）開催。
■入場料：無料
問い合わせ先／企業組合木間加工センター
☎0838-27-0200

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

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

宇部

6月15日（土）、16日（日）

オウム・インコデー
特別イベント

時間／13:15～
オウム・インコの日（6月15日）にちなんだコンゴウ
インコの特別ガイドなど。■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
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会場／秋吉台国際芸術村
　　　コンサートホール
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

6月23日（日）

コハーン・イシュトヴァーン＆
金子三勇士
デュオリサイタル

時間／14:00～（開場13:30）

会場／旧小林家住宅
          萩市大字佐々並2524-1 

萩

6月22日（土）

佐々並伝建ホタルツアー

時間／19:00～
佐々並市伝建地区を出発し、佐々並地域のホタル
スポットをバスで巡ります。数カ所で下車をするこ
とができ、ホタルの群れを間近で鑑賞することがで
きます。あわせて伝建地区に竹灯籠を灯すイベント
も行われます。■料金：700円■定員：40人■申し
込み方法：電話■申し込み期限：6月17日（月）
問い合わせ先／萩往還おもてなし茶屋（旧小林家住宅）
☎0838-56-0033 

会場／JR東萩駅
          萩市大字椿東2997-3

萩

6月23日（日）

「瑞風」運行開始
2周年記念イベント

時間／8:30～

J R西日本の豪華寝台列車「TW I L I G H T 
EXPRESS 瑞風」。運行開始2周年を記念し、特別
なおもてなしを実施します。ぜひお越しいただき、お
もてなしの心で「瑞風」を歓迎しましょう。地元の子
どもたちによる芸能披露もあります。■料金：無料
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139

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

6月23日（日）

親子で挑戦! 
望遠付き一眼レフカメラで
動物写真を撮ろう!

時間／13:00～16:30
動物写真家の内山晟氏による動物写真講座。カメラは
貸し出します。■料金：無料（動物園入園料が別途必要）
■定員：先着親子20組■申し込み方法：電話またはFAX
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541　FAX0836-21-5099

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

宇部

6月22日（土）

アルパカの毛刈り

時間／12:30～
飼育員によるアルパカの毛刈りの様子を公開しま
す。先着50人にアルパカの毛をプレゼント! ■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

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

6月22日（土）

企画展
「沸騰する精神―
―詩人・上田敏雄」
展示解説〈入門編〉

時間／14:00～14:30
1900年、現在の山口県防府市に生まれた上田敏雄は、
1928年に日本初のシュルレアリスム（超現実主義）宣言
を発表します。中也とは、1931年に入学した東京外国語
学校の同級生の間柄で、中也は詩集『山羊の歌』を上田
に献呈しています。本展は、絶えず変化し、常に新しい詩
精神によって詩をつくり続けた詩人・上田敏雄の全貌を、
貴重な直筆資料の展示を中心に紹介します。■入館料：
一般320円、学生210円、70歳以上・18歳以下無料
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

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

宇部

6月22日（土）

まちなかエコ市場

時間／10:00～15:00
まちなかエコ教室、子育てグッズリユース広場、おもちゃ
病院、軽トラ市、ブース展示、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 

宇部

6月22日（土）

フラワーアレンジメント
第一弾～花の買い方、
飾り方、使い方～

時間／10:00～11:30
目的に合わせた花の買い方、飾り方、使い方、花言
葉など、お花に関するワークショップ。■対象：小学
生以上（小学生は保護者同伴）■料金：2,000円■
定員：先着10人■申し込み方法：電話またはFAX■
申し込み期間：6月6日（木）～19日（水）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎0836-37-2888　FAX0836-37-2889

■料金：無料（動物園・植物館入場料が別途必要）■
定員：40人■申し込み方法：電話またはFAX■申し
込み期限：6月21日（金）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551　FAX0836-51-7205

会場／わいわいぱぁ～く、
　　　多世代ふれあいセンター、
　　　渡辺翁記念会館
          宇部市中央町ほか

宇部

6月22日（土）、23日（日）

2019 音楽の祭日 
in うべ 

時間／6月22日（土）10:00～
　　　6月23日（日）12:40～、13：00～
夏至の日付近に世界各国で行われる、ジャンルやプ
ロ・アマを問わないライブコンサート■6月22日
（土）10:00～わいわいぱぁ～く（宇部市中央町）■6
月23日（日）12:40～　多世代ふれあいセンター
（宇部市琴芝町2-4-25）■6月23日（日）13:00～
渡辺翁記念会館（宇部市朝日町8-1）■料金：無料
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29 日本・ハンガリー国交樹立

150周年を記念して開催す
る、ハンガリー出身のクラリ
ネット奏者コハーン・イシュト
ヴァーンとハンガリーにルー
ツを持ち、6歳からハンガリー
で学んだピアニスト金子三勇
士によるデュオリサイタルです。ハンガリー音楽を中
心に、学生時代を共に過ごした同級生2人による特別
プログラムです。■料金：一般3,000円、学生1,000円
※秋吉台フレンズネット会は2割引き■申し込み方法：
電話またはHP■チケット販売所：秋吉台国際芸術村
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村事業企画課
☎0837-63-0020
□HP  http://www.aiav.jp/2248/

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

6月23日（日）

山口県交響楽団定期演奏会
山響サマーコンサート

山陽
小野田



2 0 1 9 . 0 6 _ J u n .

0 7

会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

7月1日（月）～7日（日）

防府天満宮 七夕まつり

時間／18:00～21:00
参拝者が願いを込めてつくる「牛乳パック灯篭」約
1,000個に灯りを燈して、回廊内に天の川を描く芸
術や、ビニール傘を繋ぎ合わせた球状の発行体を楼
門前に散りばめる「傘玉アート」によって境内を幻想
的に照らす「光の斎庭（ゆにわ）」は大変好評です。

問い合わせ先／津和野町観光協会
☎0856-72-1771
□HP  https://tsuwano-kanko.net/

会場／弥栄神社
          島根県津和野町後田

津和野

6月30日（日）

輪くぐり神事

時間／18:00～
弥栄神社で行われるお祭りです。拝殿前には、青野
山産のチガヤで作った直径1.5mの輪がつるされ、
神事とともに、夏場の無病息災を願う人達が次々と
輪をくぐります。津和野では、輪くぐり神事とともに
夏が始まるとされ、この日から浴衣を着る習わしも
あり、浴衣姿も目につきます。

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

6月29日（土）～9月1日（日）

特別展
「危険生物大迷宮」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
ライオンやコブラなど、地球上に
は鋭いキバや猛毒を持った生きも
のが生息し、ここ萩でも毎年のよう
にクマやスズメバチが目撃されて
います。これらの危険生物に加え、
山口県初公開のハイブリッド生物
「レオポン」や猛獣「ウルバリン」

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

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

6月29日（土）

オカリナペイント
+ワンポイントレッスン

時間／10:00～11:30
自分でペイントした世界に一つだけのオカリナを演奏
しよう。■対象：小学生以上（低学年は保護者同伴）■
料金：3,000円■定員：20人■申し込み方法：電話・
FAX・メールのいずれか■申し込み期限：6月25日（火）
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／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

6月28日（金）～9月8日（日）

企画展
「自然を詠む　
～山頭火のまなざし～」

時間／10:00～18:00
山頭火は自然を題材にした句を多く詠んでいます。そ
れらの句を読むと、野山を歩く旅の途中や一人で暮ら
す庵で、自然を身近に感じ、慰められ、生きる力を得
ていたことが伺えます。この企画展では、山頭火が自
然をどのように詠んでいるか、その“まなざし”をとお
して、自然をどのように受け止めているかを考察しま
す。山頭火の自然への畏敬の念、生き物を慈しむ心
をご鑑賞ください。■入館料：無料■休館日：火曜 
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-28-3107（山頭火ふるさと館）
□HP  http://hofu-santoka.jp/

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

6月26日（水）、7月3日（水）、
10日（水）、17日（水）、
24日（水）、31日（水）

名言・格言で学ぶ
初めてのラテン語

時間／13:00～14:00
古代ローマ人によって使用された言語であるラテン語
の文法を、彼らが書き残した名言・格言の読解を通じて
学びます。時代の試練を経て現代に伝わるラテン語に
は、「人生は、もしあなたが使い方を知っていれば、長
い。（Vita, si scias uti, longa est.）」のような含蓄に
富む名言・格言が数多くあります。こうした名言・格言の
いくつかを取り上げ、そこに含まれる基本的な文法事項
を中心に解説します。（開講時間数の関係上、初級文法
全体を解説するものではありません）■受講料：4,800
円■定員：先着20人（ラテン語を初めて学ぶ方）■応募

問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
〒753-8511　山口市吉田1677-1　
☎083-933-5059　FAX083-933-5029
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

会場／きらら交流館
          山陽小野田市焼野海岸

6月27日（木）

初夏の懐石料理教室

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

山陽
小野田

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

6月26日（水）

ハーブ公開講座
「虫刺され用クリームと
虫除けスプレーをつくって
夏を乗り切ろう!」

時間／①10:00～12:00
　　　②13:30～15:30 
暑くて虫の多い夏のガーデニングを快適に楽しむため、
虫刺され用クリームと虫除けスプレーを作りましょう。
■持参品：筆記用具、汚れてもよい服装やエプロン■料
金：1,200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：6月6日（木）～24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

時間／開演14:00（開場13:30）
バレエやオペラ、劇団と共演、野外コンサートなど、多彩な
演奏活動を行う山口交響楽団によるコンサートをぜひご鑑
賞ください。今年はハープも加わり、美しくの迫力あるオー
ケストラサウンドがホールを包み込みます。オーケストラ体
験や公演中にステージ上で指揮者の体験ができるコー
ナーもあります。■楽器体験コーナー/小ホール13:00～
13:30（入場無料）■公演中の指揮者体験/13:00に小
ホール前にて受付。応募多数の場合は抽選■入場料：一般
1,000円（全席自由、高校生以下は無料）■チケット販売
所：不二輸送機ホール、市民館仮設事務所、イトオ楽器店、
おのだサンパーク、宇部市渡辺翁記念会館、下関市民会館
問い合わせ先／不二輸送機ホール（山陽小野田市文化会館）
☎0836-71-1000
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/bunka-kaikan

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■申し込み方法：電話・FAX・はがき・
HPのいずれか■申し込み期限：6月12日（水）

などをはじめとする剥製・標本・写真150点以上を大公
開! 危険生物たちが待つ迷宮のような展示室を探検す
る、夏休みのファミリー向け展示です。■料金：大人510
（410）円、高校・大学生310（240）円、小・中学生100
（80）円※（ ）内は団体割引（20人以上）および障がい
者割引適用料金■休館日：6月12日（水）～14日（金）
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会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

宇部

7月9日（火）

産業観光バスツアー
【健脚コース】
「酒造りと水造り
酒蔵とダム湖巡り」

会場／萩市須佐漁港
          萩市大字須佐4740-5

萩

7月7日（日）～9月29日（日）

須佐男命いか直売市

時間／9:30～11:30（売り切れ次第終了）
■須佐男命いか直売市は、毎年7月から9月にかけて、山
口県須佐漁港岸壁で生産者（漁師）がお客様に直接活き
たままのケンサキイカを販売する夏の恒例イベントです。
イカ漁から宣伝・販売まですべて漁師の手で企画・運営し
ています。【開催期間】毎年7月第1日曜～9月最終日曜ま
での毎土日、9月29日は「須佐男命いか祭り」も開催（期
間中でも開催されない日もあります）■入場料：無料
問い合わせ先／山口県漁業協同組合須佐支店
☎08387-6-2311
□HP  http://www.mikoto-ika.com

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

萩

7月7日（日）

第17回萩の瀬つきあじ祭り

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

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

7月6日（土）

講演会
「醤油の歴史
～室町・江戸の醤油」

時間／14:00～16:00

山口市は大内氏と幕末の豊かな歴史が残っていま
す。その室町時代と幕末を中心とした醤油の歴史に
ついての講演を行います。また、当時の醤油を再現
した醤油（ひしお、天然醤油等）の味見もあります。
■料金：500円■定員：先着48人■申し込み方法：電
話■申し込み開始日：6月19日（水）■休館日：火曜
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

7月6日（土）

熱帯植物観察会と
熱帯果実抽選会

時間／14:00～16:00
■料金：700円（観察会は別途植物館入館料が必
要）■定員：先着70人■申し込み方法：電話または
FAX■申し込み期間：6月6日（木）～7月3日（水）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎0836-37-2888　FAX0836-37-2889

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

宇部

美祢

7月5日（金）、26日（金）

産業観光バスツアー
【人気コース】
「渡邊祐策とセメントの道
石灰石鉱山と
宇部興産専用道路」

時間／9:00～18:10
■ルート：秋芳洞⇒安富屋⇒宇部興産㈱宇部伊佐鉱
山⇒宇部興産専用道路⇒楠こもれびの郷⇒宇部興産
専用道路⇒トレーラー整備場⇒UBE-i-Plaza。全国
から注目されるこのコース。美祢市で採掘される「石
灰石」が、宇部市で「セメント」になるまでをたどりま
す。幅が1.2㎞もある、広大な石灰石鉱山や、全長約
32㎞の宇部興産専用道路、全長約30mのダブルスト
レーラーに圧倒されます。写真で見るだけでは伝わら
ない、このスケールをぜひ!!■料金：お１人様7,500円
（入洞料含む）■定員：各開催日40人（最少催行人数
30人）■申し込み方法：HPまたは電話（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
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

会場／新山口駅南北自由通路（予定）
          山口市小郡下郷

山口

7月6日（土）

全国金魚すくい選手権大会
山口市予選会

時間／10：00～
奈良県で行われる全国金魚すくい選手権大会の切
符をかけて、3分間で何匹すくえるかを競います。■
料金：無料■定員：小中学生の部100人、高校・一般
の部100人■申し込み方法：はがき、FAX、メールの
いずれかで、参加種目、氏名、年齢（学年）、性別、郵
便番号、住所、電話番号、保護者氏名（小中学生の
部のみ）を知らせる■申し込み期限：6月28日（金）
問い合わせ先／
山口観光コンベンション協会　金魚すくい申し込み係
〒753-0042山口市惣太夫町2-1JR山口駅2階
☎083-933-0088　FAX083-933-0089
　info@yamaguchi-city.jp
□HP  http://yamaguchi-city.jp/

問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
□HP  https://visit-hofu.jp

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112

山口

7月3日（水）～9月23日（月）

河瀬真孝
（石川小五郎）展

時間／9:00～17:00
山口市佐山出身の河瀬真孝（石川小五郎）は、幕末は
遊撃隊のリーダーとして、明治以降は外交官や侍従長
として活躍した人物です。河瀬家からお借りした資料
を中心に、河瀬真孝の業績を紹介します。■料金：高校
生以上200円、小中学生100円■チケット販売所：十
朋亭維新館■休館日：火曜日（祝日の場合はその翌日）
問い合わせ先／
山口市文化交流課
☎083-934-4155
十朋亭維新館
☎083-902-1688

時間／9:15～17:20
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会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

7月14日（日）

企画展
「沸騰する精神―
―詩人・上田敏雄」
展示解説〈たっぷり編〉

時間／14:00～15:00
1900年、現在の山口県防府市に生まれた上田敏
雄は、1928年に日本初のシュルレアリスム（超現
実主義）宣言を発表します。中也とは、1931年に
入学した東京外国語学校の同級生の間柄で、中也
は詩集『山羊の歌』を上田に献呈しています。本展
は、絶えず変化し、常に新しい詩精神によって詩を
つくり続けた詩人・上田敏雄の全貌を、貴重な直筆
資料の展示を中心に紹介します。■入館料：一般
320円、学生210円、70歳以上・18歳以下無料
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／宇部市立図書館
          宇部市琴芝町1-1-33

宇部

7月14日（日）

哲学カフェ

時間／15:00～16:30
テーマ「本とは何か?」講師：小川仁志（山口大学国
際総合科学部教授・哲学者）■料金：無料■定員：先
着30人■申し込み方法：電話またはFAX■申し込
み期限：7月5日（金）
問い合わせ先／宇部市立図書館
☎0836-21-1966　FAX0836-21-3801

会場／ふれあいパーク大原湖
          山口市徳地野谷605

山口

7月14日（日）

大原湖キャンプ場
夏祭り2019

時間／9:30～16:00　※荒天中止
あゆやうなぎのつかみ取り、バーベキュー、カヌー教室、
スイカ割り大会など、様々な催しが開催され、大原湖の
夏を満喫できる1日です。■料金：あゆのつかみ取り 小学
生以下100円、中学生以上200円/うなぎのつかみ取り
500円（1人1本)/カヌー教室1,020円（1組）■カヌー
教室の場合要申し込み（10:00～、11:00～、13:00～、
14:00～各コース5艇まで）■申し込み方法：電話
問い合わせ先／ふれあいパーク大原湖
☎0835-58-0200
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~oharako/

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

7月14日（日）

れきみん企画展
「発掘速報展2019」
ギャラリートーク
（展示解説）

時間／13:30～14:30
展示担当者による解説です。■入館料：一般100円
（18歳以下、70歳以上、障がいのある方および同
行の介護者は無料）
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／菊ヶ浜海水浴場
          萩市堀内菊ヶ浜

萩

7月13日（土）～8月18日（日）

菊ヶ浜海水浴場
（7月13日海開き）

時間／9:00～17:00
北長門海岸国定公園内に位置する海水浴場。国指定
史跡「萩城跡」の東側に位置し、白砂青松の海岸とし
て有名です。“快水浴場百選”に選定され、白い砂と青
い海で、毎年多くの海水浴客が訪れます。砂浜からは
国指定天然記念物「指月山」、沖合いには笠山や多く
の島々を眺めることができ、また夕景が美しい絶景ス
ポットです。■海開き期間中駐車料金：1,000円/回
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  http://hagishi.com/search/detail.php?d=900024

時間／8:00～15:00
港安全祈願祭やカッターレース大会をはじめとした
各種催しで当日はにぎわいます。
問い合わせ先／幸せますフェスタ実行委員会事務局（防府商工会議所内）
☎0835-22-4352
□HP  https://visit-hofu.jp

■ルート：広瀬浄水場⇒楠こもれびの郷⇒宇部丸山ダム
⇒厚東川ダム⇒永山本家酒造場。洪水被害の軽減と宇
部市、山陽小野田市の工業用水、上水の確保を目的とし
て造られたダムを巡りその用途や構造、水が出来るまで
を学びます。また、日本酒「貴」は全国的に注目されてい
ます。冬は酒造り、夏は米作りと一貫作りを行っている酒
蔵を見学します。■料金：お1人様7,500円■定員：23人
（最少催行人数15人）■申し込み方法：HPまたは電話
（宇部市交通局：☎0836-31-2442）※募集開始日およ
び予約状況等についてはHPをご覧ください。※申し込
みの前にHP掲載の注意事項一覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

7月11日（木）～15日（月・祝）

菜香亭市民ギャラリー　
写真展「商店街さんぽ」

時間／10:00～17:00（最終日のみ16:00まで）
津田優子さんによる山口の商店街をおしゃれなアングル
で切り撮った写真を約40点展示します。■観覧料：無料
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3314
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~saikou/news/
　news-gya.html

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

7月18日（木）

産業観光バスツアー
【船舶コース】
「小野田港
工場見学クルーズと
開作のまち小野田　
海と陸から探訪する
開作の歴史」

時間／8:00～18:10
■ルート：高泊神社・浜五挺唐樋→中国電力㈱新小
野田発電所→［昼食］ソル・ポニエンテ→小野田港
クルーズ→本山岬・竜王山→㈲つねまつ菓子舗（伝
助）。江戸時代、萩藩は財政立て直しのため開作
（干拓）を積極的に行い、小野田地区も海だった場
所に排水用樋門を作り、400町歩（ha）にわたる藩
内最大級の高泊開作ができました。当時の優れた
工法を今に伝える国の指定文化財「浜五挺唐樋」や
開作のまちを訪れ、開作地に建てられた海沿いの
工場群を普段見られない船上から見学します。■旅
行代金：お一人様9,800円■定員：40人（最少催行
人数30人）■申し込み方法：HPまたは電話（宇部市
交通局0836-31-2442）※募集開始日および予約
状況等についてはHPをご覧ください。※申し込み
の前にHP掲載の注意事項をご確認ください。

山陽
小野田

会場／三田尻港潮彩市場周辺
          防府市新築地町2-3

防府

7月14日（日）

夏の幸せます
フェスタ2019 港まつり

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
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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

7月20日（土）～8月4日（日）

夏休み特別企画
「サイエンスアカデミー2019」

会場／指月橋そば・萩城跡入口付近
          萩市堀内

萩

7月20日（土）～8月25日（日）

萩八景遊覧船
日本海観賞コース

時間／9:00～16:00
乗船客へのおもてなしとして、通常コースより10
分延長し、箱めがねによる日本海の水中観察など、
夏らしい体験型の「萩ジオパークコラボ特別企画日
本海観賞コース」を運行します。■乗船料金：大人
1,200円、中・高生1,000円、小学生以下500円、
3歳未満無料■定員：12人/隻■運休日：天候次第
問い合わせ先／萩八景遊覧船
☎0838-21-7708
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.
　php?d=800030

会場／萩・明倫学舎
          萩市江向602

萩

7月20日（土）

令和元年　萩・明倫学舎
ぞうきんがけペアレース

時間／10:15～12:00（受付は9:30～）
萩・明倫学舎で「ぞうきん
がけリレーレース」を開催
します。当館は元々、明倫
小学校として使用していた
ことから、「小学生限定」と
して実施します。令和最初
の夏休み、仲間と楽しい思
い出を作りませんか?（優
勝チームには豪華景品あ
ります!）■2人1組のペア■1枚の特製ぞうきんで廊下の
ぞうきんがけを行うタイムトライアル■低学年（1～3年
生）：約40m■高学年（4～6年生）：約90m■上履きを持
参してください。■料金：1チーム500円（夏みかんジュー
ス、記録証つき）■定員：低学年（1～3年生）：25チーム、
高学年（4～6年生）：25チーム■申し込み方法：HP専用
お申込みフォーム※応募多数の場合抽選■応募要件：小
学生限定■申し込み期限：7月10日（水）正午
問い合わせ先／NPO萩明倫学舎（9:00～17:00）
〒758-0041萩市江向602
☎0838-21-0304
□HP  http://hagimeirin.jp/zoukin-pairrace

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
          防府市戎町1-1-28

防府

7月18日（木）

音楽セミナー/
田中雅弘の音楽旅日記ⅩⅦ
fは本当にf!?
～作曲家によって違う
演奏法

時間／18:30～20:00（予定）
防府市出身で東京都交響楽団首席チェロ奏者の田中雅
弘氏によるセミナーコンサートです。楽譜は作曲家から
のメッセージが詰まった、音楽の設計図。同じ記号でも
作曲家によって演奏解釈が異なり、それは楽譜に書き込
まれていなかったりすることも。演奏家の暗黙の了解！ 
研究によって解明! ということも多々あります。そんな音
楽作品の奥深さを演奏も交えてお伝えいたします。■入
場料：全席自由1,000円※当日300円高、財団会員300
円引）※未就学児は入場不可■定員：100人■チケット
販売所：アスピラート、防府市文化振興財団事務局（防府
市文化福祉会館2階）、山口情報芸術センター、周南市
文化会館、チケットぴあ、ローソンチケット※財団会員割
引はアスピラート・財団事務局でのみ取り扱い
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団（アスピラート）
☎0835-26-5151
□HP  http://aspirante-hofu.com/

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）

7月19日（金）～21日（日）

山陽オートレース本場開催

時間／10:00～17:00

フォルテ フォルテ

山陽
小野田

アロマのスプレーとせっけんを作ります。■持参品：
エプロン、筆記用具■料金：1,700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：7月10日（水）
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／美祢市役所集合ほか
          美祢市大嶺町東分326-1

宇部

美祢

7月18日（木）

産業観光バスツアー
【船舶コース】
「宇部港工場見学クルーズと
「セメントの道」～伊佐鉱山～　
船からの工場群見学と
石灰石鉱山」

時間／8:40～18:00
■ルート：船舶からの宇部・山陽小野田工場群見学
⇒ANAクラウンプラザホテル宇部⇒トレーラー整
備場⇒UBE-i-Plaza⇒宇部興産専用道路⇒宇部
興産㈱宇部伊佐鉱山。鉱山で採掘された石灰石が
製品になるまでの道のりをたどるツアーです。午前
中は宇部港沖から宇部市・山陽小野田市の工場群
を眺めます。午後からはバスで宇部興産専用道路
を走行し、トレーラー整備場や宇部興産(株)宇部伊
佐鉱山を訪ねます。■料金：お1人様9,900円■定
員：40人（最少催行人数30人）■申し込み方法：HP
または電話（宇部市交通局：☎0836-31-2442）※
募集開始日および予約状況等についてはHPをご
覧ください。※申し込みの前にHP掲載の注意事項
一覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

会場／美祢市役所集合ほか
          美祢市大嶺町東分326-1

宇部

美祢

7月18日（木）

産業観光バスツアー
【船舶コース】
「宇部港工場見学クルーズと
「セメントの道」～重安鉱山～　
船からの工場群見学と
石灰石鉱山」

時間／8:40～18:00
ルート：船舶からの宇部・山陽小野田工場群見学⇒ＡＮＡ
クラウンプラザホテル宇部⇒UBE-i-Plaza⇒トレーラー
整備場⇒宇部興産専用道路⇒龍陽興産㈱重安鉱山。鉱
山で採掘された石灰石が製品になるまでの道のりをたど
るツアーです。午前中は宇部港沖から宇部市・山陽小野
田市の工場群を眺めます。午後からはバスで宇部興産専
用道路を走行し、トレーラー整備場や龍陽興産(株)重安
鉱山を訪ねます。■料金：お1人様9,900円■定員：40人
（最少催行人数30人）■申し込み方法：HPまたは電話
（宇部市交通局：☎0836-31-2442）※募集開始日およ
び予約状況等についてはHPをご覧ください。※申し込
みの前にHP掲載の注意事項一覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

山陽
小野田

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

7月18日（木）

アロマの匂いに誘われて

時間／13:00～15:00

オートレースにおいて、一般的な普通開催を3日間
にわたって実施します。人気のイベント、地元の旬
な新鮮野菜をほぼ100円で購入できる「土曜市」
も開催します。■入場料：無料
問い合わせ先／山陽オートレース場
☎0836-76-1115
□HP  http://www.sanyoauto.jp



2 0 1 9 . 0 6 _ J u n .

1 1

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

7月28日（日）

防府少年少女合唱団
第20回定期演奏会
～20年目のありがとう～

時間／14:00～16:00（予定）
定期演奏会20周年を記念して様々な曲を歌います。合
唱ミュージカル「けんちゃんとおばけ」では、ダンスや演
出など迫力の舞台を楽しんでいただけます。そして、今
回もかわいい賛助出演者が「昔のこども」役で登場しま
す。防府少年少女合唱団ならではの楽しいステージをお
届けします。■入場料：全席自由800円（当日100円高、
財団会員割引なし）※3歳未満は膝上鑑賞可。別途席が
必要な場合は有料。■チケット販売所：アスピラート、防
府市文化振興財団事務局（防府市文化福祉会館2F）
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団（アスピラート）
☎0835-26-5151
□HP  http://aspirante-hofu.com/

会場／萩市須佐漁港
          萩市大字須佐4740-5

萩

7月28日（日）

須佐湾大花火大会

時間／20:00～21:00
名勝および天然記念物「須佐湾」で約4,000発の花火が
夜空に輝きます。三方を山に囲まれた湾内に上る至近距
離の振動と山々への反響音。アニソンにシンクロさせた
音楽花火もあり迫力と感動をお届けします。■料金：無料
問い合わせ先／須佐湾大花火大会実行委員会
（萩市須佐総合事務所）
☎08387-6-2219
□HP  http://kanko.susa.in

会場／天神ピア
          防府市天神1-6-37

防府

7月21日（日）

室内楽セミナー in 防府　
修了コンサート　
田中雅弘とその仲間たち

時間／14:00～15:30(予定)
講師田中雅弘氏（東京都交響楽団首席チェロ奏者・
防府音楽祭音楽監督）と室内楽セミナーの受講生
（ヴァイオリン、チェロ、ピアノ）によるアンサンブル
をお楽しみいただけます。なかなか聴く機会のない
室内楽をお気軽にお楽しみください。■入場料：無料
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団（アスピラート）
☎0835-26-5151
□HP  http://aspirante-hofu.com/

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

7月24日（水）～9月1日（日）

魔法の美術館

時間／10:00～17:00（入場は16:30まで）
とにかく、楽しい！ 体験型アート、山口県初上陸！ 「魔法の
美術館」とは、いま話題の体験型アート展。日本を代表す
る注目のアーティストたちが手がけたアート作品は、見る
だけではなく五感で楽しめる、まるで「魔法」のような世
界です。※混雑時は入場を制限する場合があります。■
入場料：大人1,000円（800円）、中学生・高校生800円
（600円）、小人（3歳以上）500円（400円）、3歳未満無
料　※（　）内は前売・20人以上の団体料金。（団体での

会場／菊ヶ浜沖
          萩市菊ヶ浜

萩

7月21日（日）

萩・ヨットレース2019

時間／10:00～
菊ヶ浜海水浴場沖で繰り広げられるヨットレース。
レーシングクラスとクルージングクラスがあり、菊ヶ
浜沖をスタート・ゴールで行います。色とりどりのセ
イルが海上で舞い踊る様子をご覧ください。
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  http://hagishi.com/search/detail.php?d=900022

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

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

7月20日（土）、27日（土）、
8月3日（土）、4日（日）

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。小・中学生でも受講可能で
す。ナンプレパズルで頭脳トレーニングをしませんか。※
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：先着30人（小学生以上※小学生は保護
者同伴)■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：7月5日（金）
問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
〒753-8511　山口市吉田1677-1
☎083-933-5059　FAX083-933-5029
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

7月21日（日）

大学で学ぶ数学の世界 

時間／13:00～16:20
大学で学ぶ数学とは一体どのようなものなのでしょうか？
多くの人は、高校数学の先にある想像を絶する超難解な
世界を想像するかも知れません。しかし実際には、小学
校の算数のような素朴な問題を、論理的かつシンプルに
記述し応用することが目的で、「外の人」が想像する数学
とはかなり様子が違います。本講座では、大学数学の視
点で次のような問題について考察します。「マイナス掛
けるマイナスはなぜプラス？」・「三角関数や積分は何の
役に立っているの？」■受講料：2,400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：7月5日（金）
問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
〒753-8511　山口市吉田1677-1
☎083-933-5059　FAX083-933-5029
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

入場は予め電話にて連絡必要）※未就学児の入場は保
護者ご同伴ください。（保護者は、扶養者、または20歳以
上のそれに準ずる方）※障害者手帳等をご持参の方なら
びに、その介護者1人は無料。※特別支援学校に在学中
の方等は無料。（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）■申し込み期限：アスピラート
での前売券販売は7月22日（月）まで。その他プレイガイ
ドでの前売料金での取り扱いは7月23日（火）まで。■前
売券取り扱い：アスピラート、防府市文化振興財団事務局
（防府市文化福祉会館2F）、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※財団会員割引はアス
ピラート・財団事務局でのみ取り扱い■休館日：火曜
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団　（アスピラート）
☎0835-26-5151
□HP  http://aspirante-hofu.com/
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