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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

ナイトサファリ

8月3日（土）、10日（土）、11日（日・祝）、
12日（月・振休）、13日（火）、14日（水）、
17日（土）、24日（土）、31日（土）

山陽小野田市

第25回
山陽小野田市
ピアノ
マラソン大会

8月23日（金）～25日（日）

萩市

産業人材育成塾
「熱中小学校萩明倫館」
体験スクール 

8月31日（土） 
津和野町

殿町盆踊り大会
8月15日（木）

山口市

山口七夕ちょうちんまつり
8月6日（火）、7日（水）

防府市

魔法の美術館
9月1日（日）まで
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宇部市

チームラボ 
宇部市ときわ公園 2019
世界を旅する植物館 
水の道 光の道

8月9日（金）～
11月4日（月・振休）
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会場／菊ヶ浜海水浴場
          萩市堀内菊ヶ浜 

萩

8月18日（日）まで

菊ヶ浜海水浴場開設中 

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

会場／指月橋そば・萩城跡入口付近
          萩市堀内

萩

8月25日（日）まで

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／山口市小郡文化資料館
          山口市小郡下郷609-3

山口

8月31日（土）まで

小企画展
「華やかな女性たちの
粋なオシャレ」
～簪・櫛・笄と
その道具たち～

時間／9:00～16:30
簪（かんざし）・櫛・笄（こうがい）などの髪飾りと日
本髪を結う道具を紹介します。■料金：無料■休館
日：月曜（休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　FAX083-973-7091
□HP  http://cmogori.ec-net.jp/

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

9月1日（日）まで

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」などを
はじめとする剥製・標
本・写真200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：なし
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htm

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

防府

9月1日（日）まで

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、中学生・高校生800円、3歳以上500円、3歳未
満無料。（団体での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）
※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/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

9月2日（月）まで

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／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

9月8日（日）まで

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
通して、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/

山陽
小野田

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

9月22日（日）まで

笠井順八没後
100年記念企画展
「笠井順八のまちづくり」

時間／9:00～17:00
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「近代産業のまち山陽小野田」
の歴史のはじまりは、1881（明
治14）年の「セメント製造会
社」の創立です。会社の創立者
で初代社長でもある笠井順八
翁は、会社の発展はもちろん、
化学工場の誘致、公共事業等に
も尽力し、現在の山陽小野田市
のまちづくりの基礎を築いた人
物です。今年は笠井順八没後
100年にあたり、改めて笠井順八翁の生涯と山陽小野田
市に残った多くの功績を見ていき。それらを通じて山陽小
野田市の歴史を知り、郷土愛の醸成につなげていくこと
を目的とします。■内容：第1章「笠井順八とセメント会
社」、第2章「笠井順八のまちづくり」、第3章「笠井順八と
その家族」、第4章「笠井順八を伝える」※期間中は、ギャ
ラリートーク、講演会を開催します。■入場料：無料■休館
日：月曜、祝日、8月13日（火）、9月17日（火）
問い合わせ先／山陽小野田市歴史民俗資料館
☎0836-83-5600
□HP  https://www.sanyo-onoda.lg.jp/site/rekimin/

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112

山口

9月23日（月・祝）まで

遊撃隊総督・河瀬眞孝
（石川小五郎）の生涯

時間／9:00～17:00

時間／10:00～10:50

山口市佐山出身の河瀬眞孝（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
瀬眞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■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

会場／萩市須佐漁港
          萩市大字須佐4740-5

萩

9月29日（日）まで

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／新山口駅1番のりば
          山口市小郡（JR新山口駅）

山口

8月1日（木）

SL「やまぐち」号
40周年記念イベント

SL「やまぐち」号が山口線を運行開始して今年で
40年。運行開始日の8月1日に記念イベントを開催
します。■料金：無料
問い合わせ先／山口線SL運行対策協議会
☎083-933-3204
□HP  http://www.c571.jp/

会場／初級：自宅等
　　　中級：萩市総合福祉センター
          萩市江向510

萩

8月1日（木）、11月22日（金）、
12月15日（日）

第1回萩検定

問い合わせ先／萩市まちじゅう博物館推進課内　萩検定実行委員会
〒758-8555　萩市江向510　
☎0838-25-3290
□HP  https://hagikentei.com

会場／萩市吉田町、田町商店街
          

萩

8月1日（木）～3日（土）

萩夏まつり

時間／18:00～23:00
1日（木）の「萩・日本海大花火大会」を皮切りに、3日間にわ
たり連日盛り上がりを見せます。2日（金）は市民総踊り「ヨ
イショコショ」パレードやよさこい等が行われ、3日（土）には
萩市に古くから伝わる伝統的行事であり県無形民俗文化財
に指定されている「お船謡」の披露や、神輿が市内を練り歩
きます。イベント盛りだくさんのお祭りです。■料金：無料
問い合わせ先／萩商工会議所
☎0838-25-3333
□HP  http://www.hagicci.or.jp/natumaturi/index.html

時間／初級8月1日（木）～11月22日（金）
　　　中級12月15日（日）
　　　中級/自然9:00～9:50、
　　　       文化10:10～11:00、
　　　       歴史11:20～13:20、
　　　       幕末維新12:30～13:20

会場／菊ヶ浜沖・萩商港
          萩市菊ヶ浜沖・萩商港

萩

8月1日（木）

萩・日本海大花火大会

時間／20:00～21:00
夏まつりの幕開けを告げる花
火大会。夜空に色とりどりの
鮮やかで豪快な花火が舞い
上がります。尺玉や1,000連
発打ち上げ花火など、見どこ
ろ満載。まわりに障害物のな
い海岸線から見る花火は大迫
力です。■シャトルバス運賃：
100円（小学生以上）■有料
観覧席：500円（小学生以上）
問い合わせ先／萩商工会議所
☎0838-25-3333
□HP  http://www.hagicci.or.jp/natumaturi/hanabi.html

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

8月1日（木）～9月23日（月・祝）

特別企画展
「富永太郎と中原中也」

時間／9:00～18:00
中原中也は17歳の時、6歳年長の詩人・富永太郎と出
会います。フランス詩に造詣が深く、詩や絵画の創作
に才能を発揮した富永は、詩人を志す中也に大きな
影響を与えました。二人は、互いに惹かれ合いながら
も嫌悪が混じり合う複雑な交友を結びます。本展では
､県立神奈川近代文学館所蔵の富永太郎資料を中心
に、二人の関係性や詩の特性に迫ります■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/

多くの方に気軽に受検してもらえるよう、初級はスマホ
から期間中いつでもどこでも無料で受検できます。検
定のコースは、初級、中級、上級の3コースです（上級
は令和2年度以降に実施予定）。科目は、自然、文化、
歴史、幕末維新の4科目あり、興味にあわせて1科目か
ら受検できますので、気軽にチャレンジしてください。
萩検定問題集（公式テキスト）は令和元年8月1日から
Amazonまたは全国の書店で注文できます。詳しくは
萩検定HP（https://hagikentei.com）をご覧くださ
い。■検定料：初級は無料（通信料自己負担）、中級は1
科目につき1,000円（高校生以下500円）■申し込み
方法：初級は不要。※ネットが使えない場合は郵送でも
申し込みできます。初級問題送付希望の旨を記入した
紙と返信用封筒（140円切手貼付、住所・氏名を記入
したもの）を検定事務局まで送付。中級は萩検定HPの
専用申し込みフォームまたは申込用紙（HPからダウン
ロード可）を郵送、FAXで検定事務局まで送付。■応
募要件：初級：誰でも、中級：当該科目の初級合格者■申
し込み期間：中級：8月1日（木）～11月27日（水）
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会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

8月2日（金）～9月29日（日）

企画展「山口散策隊
―信仰でたどる江戸時代―」

時間／9:00～17：00（入館は16:30まで）
江戸時代における山口市域の信仰の様相を、当館
所蔵資料を展示して紹介します。■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）■休館日：月曜（休日の
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/

山陽
小野田

山陽
小野田

会場／公立大学法人山陽小野田市立
　　　山口東京理科大学
          山陽小野田市大学通1-1-1

8月3日（土）、4日（日）

公立大学法人
山陽小野田市立
山口東京理科大学
オープンキャンパス

時間／10:00～15:00
高校生とその保護者を対象にオープンキャンパスを
開設し、大学の紹介をします。■工学部（機械工学科・
電気工学科・応用科学科）、薬学部（薬学科）■内容：
大学説明会、学科紹介、入試説明会、保護者説明会、
模擬授業、研究実験体験、キャンパス見学ツアー、個
別相談ほか※当日は、JR小野田駅、JR厚狭駅、JR
新山口駅より無料送迎バス（要予約）を運行。※詳細
は、大学HPをご覧ください。■入場料：無料 
問い合わせ先／公立大学法人山陽小野田市立
山口東京理科大学教務課入試係
☎0836-88-4505
□HP  http://www.socu.ac.jp/

会場／きららガラス未来館
          山陽小野田市焼野海岸

8月3日（土）～31日（土）

きららガラス未来館
夏のガラス作品展

時間／9:00～17:00
きららガラス未来館のホールできららガラス未来館
講師の西川慎さん、池本美和さんほか、スタッフの
ガラス作品を展示します。■入場料：無料■休館日：
月曜、火曜（祝日の場合は翌日）、8月14日(水) 
問い合わせ先／きららガラス未来館
☎0836-88-0064
□HP  http://www.onodaglass.jp/

山陽
小野田

会場／きららガラス未来館
          山陽小野田市焼野海岸

8月3日（土）

ふれあいガラスフェスタ2019

時間／10:30～12:00
開館15周年の特別講義をガラス未来館講師でガラス
作家の西川慎さんが行います。吹きガラスの実演や作
品展示も併せて開催します。受講者には抽選でガラス
作品をプレゼント！ 各種ガラス制作体験も随時受け付
けています。（料金：1,070円～）※体験受付時間は
15:30までです。※ふれあいガラスフェスタ当日は、
ガラス体験の内容を一部変更します。詳しくはHPをご
覧ください。■受講料：無料■定員：40人程度（予約優
先）■申し込み方法：電話■申し込み期限：8月2日（金）
問い合わせ先／きららガラス未来館　
☎0836-88-0064
□HP  http://www.onodaglass.jp/

会場／湯田温泉観光回遊
　　　拠点施設「狐の足あと」
          山口市湯田温泉2-1-3

山口

8月3日（土）、10日（土）、24日（土）、
31日（土）、9月7日（土）、14日（土）、
21日（土）、28日（土）、10月5日（土）、
12日（土）、19日（土）、26日（土）、
11月2日（土）、9日（土）、16日（土）、
23日（土・祝）、30日（土）

山口紙芝居の会定期上演

時間／16:00～17:00
湯田温泉や山口の歴史が楽しく学べる紙芝居を、毎週
土曜に狐の足あとのエントランスで上演します。初日の
8月3日（土）は新作紙芝居「湯田温泉と幕末・維新」のお
披露目上演もあります。足湯とセットでぜひお楽しみくだ
さい。■料金：無料（足湯利用する場合は利用料別途）

問い合わせ先／山口市観光交流課
☎083-934-2810

会場／防府駅みなとぐち
          防府市戎町1-1

防府

8月3日（土）

夏の幸せますフェスタ
2019 防府おどり　

時間／17:00～20:30
「防府おどり」は防府の夏を代表するお祭りです。当日は
各団体・企業によるおどりの披露や観客も参加して楽しめ
る「自由参加タイム」を予定しています。また、本番までの
4日間には、ビアガーデンをはじめ、野外映画祭、レノファ
山口FCのパブリックビューイング、ミニライブ、おどり練
習など、最終日まで盛り上がる催しが盛りだくさんです。
問い合わせ先／幸せますフェスタ実行委員会事務局
（防府市おもてなし観光課）
☎0835-25-4547
□HP  https://visit-hofu.jp

会場／秋吉台自然動物公園
　　　サファリランド
          美祢市美東町赤1212

美祢

8月3日（土）、10日（土）、
11日（日・祝）、12日（月・振休）、
13日（火）、14日（水）、
17日（土）、24日（土）、31日（土）

ナイトサファリ

時間／18:30～20:30
9日間限定で、秋吉台サファリランドが夜間開園しま
す。昼間とは違う、夜の動物の生態を観察することが
できます。■入園料：大人2,400円　4歳～小学生：
1,400円(ウォッチングバスコース)※その他、エサや
りバスコース、ふれあいナイト（徒歩コース）などあり。
問い合わせ先／秋吉台サファリランド
☎08396-2-1000
□HP  http;//www.safariland.jp/

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

8月3日（土）、24日（土）、
9月22日（日）

特別企画展
「富永太郎と中原中也」
プロムナード・トーク

時間／14:00～14:40
当館学芸担当職員による展示の解説を行います。■入館
料：一般320円、学生210円、70歳以上・18歳以下無料
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/
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会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

8月8日（木）～12日（月・振休）

夏の星空観望会　
スペシャル

時間／19:00～21:00（入館は20:30まで）

萩

会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

8月3日（土）～8月5日（月）

防府天満宮 御誕辰祭
万灯の夕べ

時間／19:00～
防府天満宮の参道から境内にかけて、およそ
2,000本余のろうそくを灯します。
問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
□HP  https://visit-hofu.jp

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

8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

山陽
小野田

会場／山口市歴史民俗資料館
　　　2階学習室
          山口市春日町5-1

山口

8月4日（日）

夏休み自由研究講座
「藍で布を染めてみよう」

時間／13:30～16:00
藍の葉を染液にし、木綿の布を模様染めする藍染め
講座です。■持参物：エプロンもしくは汚れてもよい
服装■料金：200円（材料費）■定員：先着15人■申
し込み方法：電話またはメール■応募要件：小学3年
生～中学生■休館日：月曜（休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
　yrekimin@c-able.ne.jp
□HP  http://www.c-able.ne.jp/～yrekimin/

会場／大海総合センター
          山口市秋穂東1130-5

山口

8月4日（日）

吉澤実＆栗コーダー
カルテットコンサート

時間／15:00開場
　　　15:30開演
吉澤実と栗コーダーカルテットによるNHKのEテレ
「ピタゴラスイッチ」でおなじみの曲をはじめ、身近
な楽器を使ったほのぼのコンサートです。■料金：
大人1,500円、中・高校生1,000円、小学生以下
500円3歳未満のお子様の入場はご遠慮くださ
い。■プレイガイド：大海総合センター、秋穂地域交
流センター、山口情報芸術センター、サンパークあ
じす
問い合わせ先／大海総合センター内 あいお文化倶楽部
☎083-984-2053

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

8月5日（月）～7日（水）

山陽オートレース
本場開催

時間／10:00～17:00
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

会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

8月5日（月）

防府天満宮
御誕辰祭 大花火大会

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

会場／山口市中心商店街、
　　　パークロード、大殿、湯田温泉
         

山口

8月6日（火）、7日（水）

山口七夕ちょうちんまつり

大内氏の盆ちょうちんを受け継ぐ、約600年前から
続く伝統のお祭りです。数万個の紅ちょうちんが街
中を幻想的な光で包みます。お祭りの両日はイベン
トも盛りだくさんです。■料金：無料
問い合わせ先／ふるさと祭り実行委員会
☎083-932-3456
□HP  http://y-chouchin.jp/

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

8月7日（水）～13日（火）、
21日（水）～26日（月）

夏の美術室2019
「つくる」「みる」
「かんじる」を楽しもう! 
ハンガーでシャンデリア

時間／10:00～16:00（入館は15:45まで）
■料金：300円
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282

会場／陸上自衛隊
　　　山口駐屯地内グラウンド
          山口市上宇野令784

山口

8月8日（木）

音楽と花火の夕べ

時間／17:00～21:40
陸上自衛隊山口駐屯地が一般公開され、音楽フェ
スティバルや花火大会が行われます。■料金：無料
問い合わせ先／陸上自衛隊山口駐屯地広報室
☎083-922-2281
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宇部

防府防府

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

宇部

8月10日（土）、11日（日・祝）

サマーマルシェ 
in アクトビレッジおの

時間／10:00～16:00

山陽
小野田

会場／ときわ動物園
          宇部市則貞3-4-1

宇部

8月10日（土）～14日（水）

お盆特別イベント

夏らしいエサをコツメカワウソなどの動物たちにプ
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／ときわ湖水ホール
          宇部市野中3-4-29

宇部

8月9日（金）

そら植物園代表
　『西畠 清順』
チームラボ代表
　『猪子 寿之』
芸人／絵本作家
　『西野 亮廣』
スペシャルトークショー

「ときわ公園から世界へ～クリエイターの描く未来
のかたち～」。■料金：全席指定500円■定員：300
人■チケット販売所：ときわミュージアム

会場／県立サッカー交流公園
          山陽小野田市大字小野田字末広

8月10日（土）

はだしの時間（水遊び）

時間／9:30～11:30（小雨決行）
天然芝の上で、はだしでおもいっきり遊んでみませんか。
水鉄砲やシートすべり、スプリンクラーシャワーなどの水
遊びを行います。当日は着替えを用意してください。■対
象：幼児～小学3年生とその保護者■料金：無料■申し込
み方法：当日9:00から天然芝グラウンド入り口で受け付け 
問い合わせ先／市民体育館
☎0836-84-2430

時間／18:00～19:00

会場／山口市中央公園
　　　（山口情報芸術センター
　　　[YCAM]前）
　　　※雨天時は、YCAM屋内で上映
          山口市中園町7-7

山口

8月9日（金）～11日（日・祝）

真夏の夜の星空上映会

時間／19:30～ 
　　　終了時間は上映作品により異なる
■8月9日（金）『ナビィの恋』■8月10日（土）『ボ
ス・ベイビー』（吹替版）■8月11日（日・祝）『ジュラ
シック・ワールド　炎の王国』（吹替版）　山口情報
芸術センター[YCAM]では、隣接する中央公園で
映画鑑賞を行う毎年恒例のイベント「真夏の夜の
星空上映会」を開催します。15回目の開催となる

問い合わせ先／山口情報芸術センター
☎083-901-2222
□HP  http://www.ycam.jp

会場／ときわミュージアム 
　　　世界を旅する植物館、
　　　イベントホール
          宇部市野中3-4-29

8月9日（金）～11月4日（月・振休）

チームラボ 
宇部市ときわ公園 2019
世界を旅する植物館 
水の道 光の道

時間／イベントホールのみ
　　　（入館は16:30まで）
　　　8月10日（土）～11月4日（月・振休）：
　　　9:30～17:00
　　　イベントホールと植物館
　　　（入館は21:30まで）
　　　8月9日（金）～9月8日（日）：
　　　19:30～22:00
　　　9月9日（月）～9月29日（日）：
　　　19:00～22:00
　　　9月30日（月）～11月4日(月・振休)：
　　　18:30～22:00
光で描かれた魚の群れが自由に泳ぎ、手で触れる
と魚が色を変化させる演出や、光り輝く珍しい植物
が色を変化させ、色特有の音色を響かせる空間を
植物館に作り出し、光と音の幻想的な世界へ導きま
す。また、日中から開催するイベントホールでは、壁
面に映し出された文字に近づくと、その文字が持つ
世界が現れ、一つ一つの文字を通して創り出され
たそれぞれの世界が互いに影響を受け合いなが
ら、さまざまな自然の世界を描いていきます。■料
金：一般500円、高校生以下無料（小学生以下保護
者同伴）※イベントホールか植物館のどちらか一方

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎0836-37-2888
□HP  https://www.tokiwapark.jp/event/
　_2019_3.html

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎0836-37-2888
□HP  https://www.tokiwapark.jp/event/
　_2019_3.html

毎週金曜日開催の「星の会」特別編として、この夏もっ
とも輝かしく見える月・木星・土星などを5夜連続で観
望します。運が良ければ、ペルセウス座流星群も見ら
れるかも…。■料金：無料【8/8～9】博物館裏の職員通
用口からお入りください。【8/10～12】東門（萩博物
館前駐車場横）を経て正面玄関よりご入館ください。
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htm

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

8月9日（金）～9月8日（日）

特別展「光の
イリュージョン展2」

時間／9:30～17:00（入館は16:30まで）
“光”をテーマに、最新の画像処理技術と光の投影
技術を駆使した展示、音と光を融合させた展示、3
Ｄプロジェクションマッピング、ホログラム等、光と
光技術によって生み出される不思議で魅惑的な世
界を展示します。
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

今回は、3日間に渡って3本の映画を上映します。
初日（9日）は、沖縄特有の文化やジャンルを越えた
音楽と共に老若男女の恋の思いを描いた日本映画
『ナビィの恋』。2日目（10日）は、外見は赤ちゃんだ
けど中身は中年の「ボス・ベイビー」が巻き起こす
騒動を描き、全米大ヒットを記録したアニメーショ
ン映画『ボス・ベイビー』(吹替版）。3日目（11日）
は、恐竜が放たれたテーマパークが舞台のアドベン
チャー『ジュラシック・ワールド』の続編『ジュラシッ
ク・ワールド　炎の王国』(吹替版)。心地よい夜風と
星空の下、屋台と一緒に映画を鑑賞する夏だけの
上映会に、ご家族とご友人をお誘い合わせの上、ぜ
ひご来場ください。※駐車場に限りがありますの
で、ご来場の際は必ず公共交通機関をご利用くだ
さい。■料金：無料

を観覧される場合は一般300円■9日は19:30か
らオープニングセレモニーもあります。■休館日：9
月の火曜、10月1日（火）、8日（火）、15日（火）、
23日（水）
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会場／大照院
          萩市椿青海4132

萩

8月13日（火）

萩・万灯会（迎え火）

時間／19:30～22:00
13日（火）の「迎え火」は、大照院がその舞台となりま
す。大照院には、萩藩初代藩主・毛利秀就と、2～12代
の偶数代藩主夫妻が祀られており、国指定史跡であ
る墓所には、藩士らが寄進した600数基の石灯籠が
整然と並んでいます。本堂、庫裏、書院、鐘楼門、経蔵
はいずれも国指定重要文化財に指定されており、本
堂・経蔵は保存修理工事が行われ、2018（平成30）
年4月に落慶法要が行われました。「萩・万灯会」で
は、墓所にある約600基の石灯籠に火が灯ります。
20:00～墓所にて墓前供養祭が行われます。会場で
はろうそくを1個100円にて販売、火をともすことが
できます。また、書院にて呈茶を行います。（一服500
円）呈茶席（19:30～21:00）■臨時バス運賃：100円

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

8月12日（月・振休）

ひろしま安芸高田
神楽公演

時間／14:00～16:00（予定）
神楽は太鼓や笛などのお囃子と一緒に、華やかな
衣装や表情豊かな神楽面をつけ、ある物語を題材
にして舞います。その土地の氏神様に奉納される
神事として執り行われているものであり、安芸高田

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／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

8月13日（火）～15日（木）

トワイライトミュージアム

時間／17:00～19：00（入館は18:30まで）
お盆の3日間限定でトワイライトタイムまで開館時
間を延長します。夕食前や万灯会などの夜間行事
の前など、夕方の涼しい時間にお立ち寄りくださ
い。■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
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447 
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htm

市の神楽は、出雲流神楽が石見神楽を経て、江戸
期より伝えられたものです。防府市の姉妹都市であ
る「安芸高田市」の神楽団による迫力の公演をお
楽しみください。■入場料：全席指定　一般1,000
円　高校生以下500円　未就学児無料（ただし要
座席券）※当日500円高、財団会員500円引※未
就学児で膝上鑑賞の場合、座席券不要■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　※財団会員割引および未就学児の座席券
は、アスピラート・財団事務局でのみ取り扱い

会場／萩市須佐漁港
          萩市大字須佐4963-1
          （JR須佐駅から約200m）

萩

8月11日（日・祝）～15日（木）、
17日（土）、18日（日）

夏の須佐湾を満喫　
須佐湾遊覧船

時間／10:00～15:00
ホルンフェルスや雄大な屏風岩、神秘的な海蝕洞
などイカ釣り漁船で周遊します。須佐湾は北長門海
岸国定公園の北端に位置し、日本地質百選「須佐
ホルンフェルス」や断崖・奇岩など、絶景の数々が
点在します。本物の漁師が操縦するイカ釣り漁船
で海から探勝する、日本海ならではの体験観光で
す。■料金：大人1,800円、小学生以下900円（3
歳未満無料）■申し込み方法：来場または電話
問い合わせ先／つわぶきの館
☎08387-6-2266
□HP  http://kanko.susa.in/modules/pico/
　content0020.html

会場／山口市歴史民俗資料館
　　　企画展スペース
          山口市春日町5-1

山口

8月12日（月・振休）

企画展
「山口散策隊
―信仰でたどる
江戸時代―」
の展示解説

時間／13:30～14:30
当館の展示担当者による解説をおこないます。■
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
☎083-924-7001
　yrekimin@c-able.ne.jp
□HP  http://www.c-able.ne.jp/～yrekimin/

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

8月10日（土）～12日（月・振休）

危険生物大迷宮
ナイトミュージアム

時間／18:00～21:00（入館は20:30まで）
開催中の「危険生物大迷宮」の展示室の照明を消
灯! 夜独特の雰囲気の中、懐中電灯を使って自由観
覧。■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。
※東門（萩博物館前駐車場横）で整理券を配布しま
す。正面玄関よりご入館ください。小学生以下は必
ず保護者同伴でご来館・ご観覧ください。
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htm

会場／山口市歴史民俗資料館
　　　2階学習室
          山口市春日町5-1

山口

8月10日（土）

れきみん講座
「れきみん所蔵の
道中記をたどる
―江戸時代の旅事情を
考えよう!―」

時間／13:30～15:00
当館の展示担当者による講座を行います。■聴講
料：無料■定員：先着20人■申し込み方法：電話また
はメール■応募要件：高校生以上■申し込み期限：8
月9日（金）■休館日：月曜（休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
　yrekimin@c-able.ne.jp
□HP  http://www.c-able.ne.jp/～yrekimin/

会場／多世代交流スペース
          宇部市中央町3-8-20 

宇部

8月10日（土）

ガーデンフェスタ

時間／17:00～21:00
おしゃれにライトアップした会場で盆踊りをしませ
んか。ビアガーデンも同時開催。
問い合わせ先／まちなかイベント実行委員会
☎0836-31-4878

夏休みの宿題マルシェ・ワークショップ（500円～）。
ハンドメード販売、フリーマーケットもあります。
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111
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会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

8月18日（日）、9月15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。
■8月18日（日）龍吐水（昔の消防ポンプ）■9月
15日（日）蓄音機■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／山口市歴史民俗資料館
　　　2階学習室
          山口市春日町5-1

山口

8月17日（土）

夏休み自由研究講座
「幻灯機を
つくってみよう」

時間／13:30～16:00
幻灯機を工作用紙で作り、上映会をおこなう講座で
す。■料金：300円（材料費）■定員：先着15人■申
し込み方法：電話またはメール■応募要件：小学3年
生～中学生■休館日：月曜（休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
　yrekimin@c-able.ne.jp 
□HP  http://www.c-able.ne.jp/～yrekimin/

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

美祢

8月18日（日）

柿渋と苔玉づくり体験!

時間／9:45～15:00
日本古来の天然染料、時間とともに風合いが増しま
す。■料金：大人3,000円（昼食代、飲み物代含む）
■定員：30人（最少催行人員：10人）■申し込み方
法：電話またはFAX ■申し込み期限：8月8日（木） 
問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115　FAX0837-62-1422
□HP  https://karusuto.com/jitabi/20190818/

会場／殿町通り周辺
　　　（雨天時は津和野体育館）
          島根県鹿足郡津和野町後田

津和野

8月15日（木）

殿町盆踊り大会

時間／20:00～
島根県の無形文化財に指定されている津和野踊り
は念仏踊りの一種で室町時代からの古い形を残す
もので、風流を汲む艶麗優雅な踊りです。8月15日
（木）に「殿町盆踊り大会」として踊られます。
問い合わせ先／津和野公民館
☎0856-72-2070

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

宇部

8月16日（金）

アルパカのうんち
ペーパーを作ろう！

時間／13:00～14:00
アルパカのうんちからハガキを作ろう! ※9:30から
体験学習館モンスタ前で受け付け■料金：200円
■定員：先着10人
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

会場／東光寺
          萩市椿東1647

萩

8月15日（木）

萩・万灯会（送り火）

時間／19:30～22:00

問い合わせ先／東光寺
☎0838-26-1052
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.
　php?d=900028

15日（木）の「送り火」は、東光寺がその舞台となり
ます。東光寺には、萩藩3～11代の奇数代藩主夫
妻が祀られており、国指定史跡である墓所には、藩
士らが寄進した500数基の石灯籠が整然と左右均
等に並んでいます。総門、三門、鐘楼、大雄宝殿は
いずれも国の重要文化財に指定されており、中国
風の雄大な建築や、木立に囲まれた境内は趣深く、
見ごたえがあります。「萩・万灯会」では、墓所にあ
る約500基の石灯籠に火が灯ります。

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

宇部

8月15日（木）

香り玉を作ろう！

時間／13:00～14:00
いい香りのゼリーを作って持ち歩こう! ※9:30から
体験学習館モンスタ前で受け付け■料金：200円 
■定員：先着10人
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

会場／日原旭橋周辺
          島根県鹿足郡津和野町枕瀬

8月15日（木）

にちはら鮎まつり
花火大会

時間／18:00～
「音のにちはら」とも称さ
れる「にちはら鮎まつり花
火大会」。清流高津川の河
畔から約2500発の花火
が打上げられると、水面は
きらめき、山々にこだます
る轟音が臨場感を後押し
ます。■小雨決行・荒天時
は8月16日（金）に順延。
問い合わせ先／津和野町観光協会
☎0856-72-1771
□HP  https://tsuwano-kanko.net/

津和野

問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.
　php?d=900027

会場／セントコア山口
          山口市湯田温泉3-2-7

山口

8月17日（土）

中原中也記念館
開館25周年記念
「紙資料を未来へ
－文学館のシゴト」
トーク編

時間／13:30～15:00
資料修復家・秦博志氏と中原豊館長が、紙資料の
保存・修復について紙やインクの知られざる世界を
語ります。■入場料：無料
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/



2 0 1 9 . 0 8 _ A u g .

0 8

会場／ときわレストハウス
          宇部市野中3-5-17

宇部

8月23日（金）

こども科学館
inときわ

時間／10:00～16:00

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  https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/
　bunka-kaikan/

山陽
小野田

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

8月19日（月）～21日（水）

山陽オートレース
本場開催

時間／10:00～17:00
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円で購入できまる「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

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

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

宇部

8月19日（月）

親子で紙すき体験
牛乳パックで
はがき作り

会場／宇部市文化会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

8月18日（日）

美術講座
「アートでつなぐ
宇部の未来」

時間／14:00～16:00

東京都美術館の「とびらプロジェクト」など、アート・
コミュニケーション事業の講座■料金：無料■定員：
100人■申し込み方法：電話■申し込み期限：8月
15日（木）
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282

会場／アクトビレッジおの 
          宇部市大小野7025

宇部

8月18日（日）

オカリナペイント教室

時間／14:00～16:30
自分でペイントしたオカリナで簡単な曲を演奏しよ
う! ■対象：小学生以上（小学校低学年は保護者同
伴）■料金：3,000円 ■定員：先着10人■申し込み
方法：電話・FAX・メールのいずれか■申し込み期
限：8月11日（日・祝）
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東萩駅～
　　　JR江崎駅周辺
          萩市椿東字大広津ほか

萩

8月18日（日）

ディーゼル列車で行く!
 海の危険生物
ウォッチングツアーin萩

時間／10:00～17:00
山陰本線の列車で海の絶景を楽しみながら萩北東
部の江崎へ。海の幸のカレーライスを食べた後、定
置網に入ったサメやオコゼなど「地元」の「ナマ」の
危険生物にタッチ・観察・撮影! ■料金：大人3,800
円、3歳以上小学生以下：2,700円■定員：1回につ
き最大45人　■申し込み方法：萩博物館のHPに
ある申込先から応募■応募要件：3歳以上小学生以
下は保護者同伴、保護者1人につき小学生以下2
人まで。■申し込み締め切り：8月4日（日）必着
問い合わせ先／
株式会社エヌティーエー旅行　萩本店　トレインツアー係
☎0838-21-0020
□HP  http://nta-travel.co.jp/news/263

山陽
小野田

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

山口

8月21日（水）～9月1日（日）

「保手濱拓展　
時をなぞる」 

時間／9:00～18:00（最終日17:00まで）
山口市在住の美術家・保手濱拓氏は、身近な自然や
日常を題材に、見えるもの感じたことを、絵や写真、
立体などの方法で表現しています。今回は「時」を
テーマとした平面・立体作品による展覧会です。■
観覧料：無料■休館日：8月26日（月）
問い合わせ先／クリエイティブ・スペース赤れんが
☎083-928-6666
□HP  http://www.akarenga.justhpbs.jp/

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

8月23日（金）～25日（日）

第25回
山陽小野田市
ピアノマラソン大会

時間／23日（金）開場8：00、開演8：30～
　　　24日（土）・25日（日）
　　　開場7：30、開演8：00～
「ピアノマラソン大会」は、不二輸送機ホール（文化
会館）が所有するスタインウェイ&サンズ社製のグ
ランドピアノをたくさんの人に演奏してもらおうと、
1995（平成7）年から毎年開催しています。様々な
演奏を聴くことができる機会です。ぜひお越しくだ
さい。■入場料：無料

会場／山口情報芸術センター
　　　多目的室
          山口市中園町7-7

山口

8月18日（日）

中原中也記念館
開館25周年記念
「紙資料を未来へ
－文学館のシゴト」
ワークショップ編

時間／第1回：10:30～12:00
　　　第2回：14:00～15:30
詩人・中原中也が使っていた大学ノートと同じ糸綴
じの手法できれいな自由帳をつくります。■参加料：
500円■定員：各回先着15人■申し込み方法：HP・
電話のいずれか■応募要件：小学生以下は保護者
同伴
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／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

8月29日（木）、30日（金）

がん予防に役立つミニ知識

時間／10:00～12:00
がんは2人に1人が罹患する時代であり、がんとともに生
活する方が増えています。また、一部のがんは生活習慣
が影響するといわれています。そこで、講義の前半はが
んの現状とがん予防、マッサージ、がんになったときのセ
カンドオピニオン、後半は予防および治療中に行いたい
運動について学びましょう。■受講料：3,200円■定員：
先着20人■申し込み方法：HP・電話・はがき・FAXのいず
れか■応募要件：電話・はがき・FAXでお申し込みの場合
は、①氏名②氏名ふりがな③年代④性別 ⑤郵便番号・住
所⑥電話番号⑦受講希望講座名をお知らせください。※
メールでのお申し込みはできません。電話受付時間：月曜
～金曜9:00～17:00■申し込み期限：8月20日（火） 

会場／宇部市保健センター 
          宇部市琴芝町2-1-10

宇部

8月29日（木）

夏休み親子エコクッキング

時間／9:30～12:30
食材をムダなく使い、台所ごみを減らすエコクッキ
ング。旬の野菜たっぷり・減塩で元気メニュー。■対
象：小学生以上の子どもと保護者（2人1組）■持参
品：エプロン、三角巾、ふきん（2枚）■料金：1組
1,000円■定員：先着15組■申し込み方法：電話ま
たはFAX■申し込み期限：8月22日(木)
問い合わせ先／宇部市廃棄物対策課
☎0836-34-8247　FAX0836-33-7294

津和野

会場／津和野町郷土館
          島根県鹿足郡津和野町森村ロ127

8月28日（水）～12月9日（月）

藩校養老館と
津和野藩の幕末維新
－養老館が育てた人々－

時間／8:30～17:00

藩校養老館は津和野藩の学校として多くの人材を輩
出しました。また、2019年は津和野藩出身の啓蒙思
想家として有名な西周の生誕190周年にもあたりま
す。本展ではこうした藩校養老館に関わる人々につ
いて紹介します。■入館料：大人400円（300円）、中
高生300円（180円）、小学生150円（80円）　※
（ ）内は20人以上の団体料金　※津和野町民は無
料■休館日：毎週火曜（祝祭日の場合は開館）
問い合わせ先／津和野町郷土館
☎0856-72-0300

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

8月28日（水）～9月1日（日）

夏の美術室2019
「つくる」「みる」
「かんじる」を楽しもう！
変身アイテム

時間／10:00～16:00（入館は15:45まで）
■料金：300円
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282

会場／萩市笠山山頂駐車場
          萩市笠山

萩

8月24日（土）

危険生物に遭遇!? 
親子de笠山たんけん隊
夜の火山たんけん隊

時間／18:00～20:30

時間／10:00～18:00

笠山椿群生林にて、博物館学芸員と一緒に危険生
物を観察します。スニーカーなど歩きやすい靴を着
用■料金：大人：1,500円、子ども：500円■定員：先
着20人■申し込み方法：HP■申し込み期限：8月
17日（土）
問い合わせ先／萩市ジオパーク推進課
☎0838-21-7765
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/site/hagigeo/

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

8月24日（土）

目指せ! ルーヴル
こども絵画コンクール

全国審査で入賞すると、ルーヴル美術館に展示さ
れます。
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

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

8月25日（日）

笠井順八没後
100年記念企画展
「笠井順八の
まちづくり」
ギャラリートーク

時間／10:30～（30分程度）
山陽小野田市歴史民俗資料館の学芸員が講師と
なって、ギャラリートークを開催します。■演題：「笠
井順八のまちづくりと家族」■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  https://www.sanyo-onoda.lg.jp/site/rekimin/

山陽
小野田

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

8月24日（土）、31日（土）、
9月7日（土）、14日（土）、
21日（土） 

香りを科学する

時間／13:00～15:00

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/

人をはじめ動植物は、「香り」を巧みに利用してきま
した。例えば、植物や菌の香りによる生き残り戦略、
昆虫や動物の香りによるコミュニケーション、人の
生活の中での香りの有効活用などです。基礎から
最新の話題までを各講師がそれぞれの立場から紹
介・解説し、後半の体験学習では香りを実際に嗅い
で、対話形式で進めていきます。この講座で、香り
の不思議について楽しく学び、香りの自分流活用
法を発見してみませんか。■受講料：8,000円■定
員：先着20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

会場／楠こもれびの郷　万農塾
          宇部市大字西万倉1662-1

宇部

8月24日（土）

へたれない！
枯らさない! 
たくさん咲かせる
バラづくり

時間／11:00～12:30
NHK「趣味の園芸」でおなじみのばらソムリエ小
山内健さんを講師に迎え、バラの育て方を学びま
す。■持参品：筆記用具■料金：無料■定員：先着40
人■申し込み方法：電話
問い合わせ先／宇部市ガーデンシティ推進グループ
☎0836-34-8485

①3Dプリンタを使ったキーホルダー製作②世界一
シンプルな電車を走らせよう!③スライムを作ろう。
プラバンを作ろう!
問い合わせ先／NPO法人うべ未来100プロジェクト
☎0836-39-7120

代④性別 ⑤郵便番号・住所⑥電話番号⑦受講希望
講座名をお知らせください。※メールでのお申し込
みはできません。電話受付時間：月曜～金曜9:00～
17:00■申し込み期限：8月9日（金）



2 0 1 9 . 0 8 _ A u g .

1 0

会場／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50 

美祢

9月1日（日）

タブラトゥーラ
～時空を超える旅芸人
《タブラトゥーラ》
がやってくる～

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

9月1日（日）

おいでマルシェ

時間／9:00～15:00
毎月第1日曜日、活気あふれるファーマーズマーケッ
ト「おいでマルシェ」を開催しています。山口の豊か
な自然の中で愛情込めて育てた鮮度抜群の有機野
菜をはじめ、それぞれの季節の花や加工食品などた
くさんの産品を販売しています。山口の日々頑張る
生産者の皆さんが自ら販売し、一般のマーケットでは
なかなか出会えない新鮮な食材や商品が並びます。
生産者ならではの美味しい食べ方や旬な食材を、気
軽に楽しく教えていただけます。■入場料：無料
問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会　
☎090-2312-0055

会場／ときわ動物園
          宇部市則貞3-4-1

宇部

9月1日（日）

霊長類の日特別イベント

霊長類の日にちなんだ、特別ガイドとパネル展示。
[特別ガイド]ニホンザル12:00～、シシオザル
13:30～■料金：不要（動物園入場料が別途必要）
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

会場／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

8月31日（土）

音楽セミナー／
クラシックギターを語る
～名曲で綴るギターの
魅力と奏法

時間／14:00～15:30（予定）

楽器をとおして、楽器と音楽
の関係性やジャンル、音楽作
品について理解を深めるセ
ミナーです。今回はクラシッ
クからポップスまで伴奏でも
旋律でも活躍する「クラシッ
クギター」に迫ります。奏者
が感じるこの楽器の魅力に
ついて演奏を交えながら分
かりやすく解説します。■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/

講師：藤村 彰

会場／萩・明倫学舎
          萩市江向602

萩

8月31日（土） 

産業人材育成塾
「熱中小学校萩明倫館」
体験スクール 

時間／13:30～17:00
学生から大人まで幅広い世代が、「学び」と「仲間づく
り」、地域や世代を超えた「交流」を通じて、地方創生の
原動力を育む人材育成拠点として「熱中小学校萩明倫
館」を10月に開校します。この「熱中小学校」は、2015
年10月に山形県高畠町に開校したのを皮切りに、これ
までに国内１１校が開校しており、萩市は国内12校目
（山口県内初）となります。開校に先立ち、8月31日（土）
に『熱中小学校 萩明倫館』の校長にご就任頂いた元文
部科学副大臣の鈴木寛氏（東京大学・慶應義塾大学教
授）をはじめ、関係者をお招きし、この熱中小学校の体
験スクールを開催いたします。新しい何かを始めたい
人々が集い、学び、高め合う「熱中小学校」であなたの
新しい一歩を踏み出してみませんか。多くの皆さまの参
加をお待ちしております。■申し込み方法：窓口・メール・
電話・FAXのいずれか■申し込み期限：8月30日（金）
問い合わせ先／萩市産業戦略室
☎0838-25-3351　FAX0838-25-3420
　sangyou@city.hagi.lg.jp
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/
　107/h27851.html

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

8月31日（土）、9月7日（土）、
28日（土）、10月5日（土） 

タンデム自転車
体験試乗会
「二人で乗ろうゼッ!!
 タンデム」

時間／8月31日（土）
　　　13:00～15:00
　　　9月7日（土）、28日（土）、10月5日（土）
　　　9:00～11:00

パラサイクリングの普及啓発や日本ナショナル
チームのファン作りを目的として、タンデム自転車
の試乗を行います。※天候により変更があります。
詳しくは市HPをご覧ください。■対象：小学生以上
（中学生以下は保護者とペアで申し込み）※2人1
組で申し込んで下さい。■参加料：無料■定員：各回
先着10組20人程度■申し込み方法：シティセール
ス課、山陽総合事務所、南支所、埴生支所、公園通
出張所、厚陽出張所に備え付けの申込書に記入
し、シティセールス課まで申込書を提出（窓口、
FAXでも可）※申込書は市HPからもダウンロード
できます。

問い合わせ先／山陽小野田市シティセールス課
☎0836-82-1241　FAX0836-83-2604

山陽
小野田

会場／ときわ遊園地ほか
          宇部市則貞3-4-1

宇部

8月31日（土）
宇部JC×ときわ公園 
サマーフェスタ2019

時間／11:00～22:00
フラダンスなどのステージショー、各国の料理が楽
しめる世界美食発見、水と光と音楽で大人の空間
が演出されるナイトプール、素敵な景品がもらえる
参加型イベントや遊園地夜間営業など、楽しいイベ
ントが盛りだくさん。 
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

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/
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会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

9月14日（土）～10月20日（日）

企画展「萩の鉄道物語り」

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.htm

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

9月13日（金）～16日（月・祝）

第12回「腕前探訪」　
ふるさとの匠たち

時間／10:00～16:00(最終日は15:30まで）
今年もまた「匠」たちがアスピラートへやってくる! 工
芸作品から生活に密着した職人技、みごとな手仕事
が大集合。美味しいモノは日替わりで出店者が替わり
ますので、何度でもご来場ください! ■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／山陽小野田市歴史民俗資料館
          山陽小野田市栄町9-21

9月7日（土）

笠井順八没後100年
記念企画展
「笠井順八のまちづくり」
記念講演会

時間／13:30～15:00
早鞆高等学校教諭の畠中茂朗さんを講師に迎え、記念講演
会を開催します。■演題：「旧長州藩士笠井順八の企業家活
動～小野田セメントの創業と地域経済の振興～」■聴講料：
無料■定員：先着90人■申し込み方法：電話（受付時間9：
00～17：00）■申し込み期間：8月23日（金）～9月1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  https://www.sanyo-onoda.lg.jp/site/rekimin/

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

9月7日（土）

アスピラート　
わくわく☆
バックステージツアー

時間／14:00～16:00（予定）

山陽
小野田

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

宇部

美祢

9月5日（木）

産業観光バスツアー
「美祢の石灰石と宇部　
石灰石の多様性と
コンテナターミナル」

時間／9:00～17:30

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／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

9月5日（木）

パン教室

時間／10:00～14:00
第一次発酵から黒糖パン・惣菜パンを作ります。■持参
品：エプロン、三角巾、筆記用具、持ち帰り用袋■料金：
1,500円■定員：先着20人■申し込み方法：電話・
FAX・メールのいずれか■申し込み期限：8月24日（土）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@gmail.com

■ルート：薬仙石灰㈱⇒［昼食］美祢グランドホテル竹筒
庵⇒宇部興産専用道路・興産大橋⇒宇部興産㈱宇部セ
メント工場⇒宇部マテリアルズ㈱宇部工場⇒宇部港コ
ンテナターミナル。石灰石の採掘現場を間近に見学し、
その後宇部興産専用道路を走行し、石灰石をテーマに
物語が進みます。さらに、普段は入ることのできない、宇
部港コンテナターミナルでは、運がよければ船への積み
込みも見られます。■料金：お1人様7,900円■定員：23
人（最少催行人数15人）■申し込み方法：HPまたは電
話（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。

時間／15:00～ 
クラシック? 古楽? 民族音楽? ポップス? ジャン
ルを超えたユニークな古楽器バンド「タブラトゥー
ラ」。ヨーロッパ中世・ルネサンスの舞曲やメン
バーオリジナル曲をとりまぜたユニークなプログ
ラムで不思議な音楽世界へと誘います。これまで
世界各地でBRAVO! の嵐を浴び、観客と一体と
なる楽しいステージを展開してきたタブラトゥー
ラの山口初公演をお楽しみに。■料金：一般
3,500円　学生1,000円※フレンズネット会員
割引あり■申し込み方法：HP
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
□HP  https://aiav.jp

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）

9月2日（月）～5日（木）

山陽オートレース
本場開催

時間／10:00～17:00
オートレースにおいて、一般的な普通開催を4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円で購入できまる「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

山陽
小野田

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

9月13日（金）～15日（日）

菜香亭市民ギャラリー　
第3回防長史楽会創作展
「和気藹々
～山口で歴史を感じて～」

時間／9:00～17:00
NPO法人防長史楽会のみなさんによる幕末維新をテー
マにした創作を約100点展示します。■入場料：無料
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
　saikou@c-able.ne.jp
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~saikou/news/
　news-tatekoji.html

萩の鉄道は、世界文化遺産の資産のひとつ萩城下町
を迂回して敷設されました。このことは、結果として、
萩城下町を大きな改変から守りました。鉄道開通を機
に、萩市では観光立市への取り組みも開始されまし
た。市内各地の鉄道に関わる物語を紹介し、関連の行
事を開催します。■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）及び障がい者割引適用料金 

アスピラートってどんなところ? 普段は見ることの
できない裏側を特別に公開します。照明や音響の
仕組みも紹介します。■料金：無料■定員：30人■
申し込み方法：アスピラート窓口または電話■応募
要件：小学生以上（小学生は保護者ご同伴くださ
い）■申し込み開始日：8月1日9:00から窓口受付
開始。電話申し込みは翌日9:00から
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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宇部

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

9月19日（木）

産業観光バスツアー
「ものづくり宇部・山陽小野田
日本を支える
『ものづくり企業』を学ぶ」

時間／8:00～17:40
■ルート：㈱ササクラ小野田工場⇒明石被服興業㈱宇部
工場⇒［昼食］明石被服興業㈱宇部工場社員食堂⇒山口
県産業技術センター⇒tot Factory Cotot（コトット）⇒
㈱伸和精工。地域に根差し、この地域で「ものづくり」に
取り組む企業と、それを用いて、地域の特産品を製造す
る企業があります。また、富士ヨット学生服の製造販売を
している明石被服興業を訪ね、機械やロボットではでき
ない、人の手によるきめ細やかな縫製工程等を見学し、
3Dプリンターを使って新たな事業を始めた産業機械部
品製造などを手がける伸和精工を訪問するなど、日本の
強みである「ものづくり」を体験してみませんか。■料金：
お1人様7,400円■定員：23人（最少催行人数15人）■
申し込み方法：HPまたは電話（㈱船鉄観光旅行社おのだ
サンパーク店：0836-83-3275）※募集開始日および予
約状況等についてはHPをご覧ください。※申し込みの
前にHP掲載の注意事項一覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp　
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

会場／【集合場所】厚狭駅在来線口
          山陽小野田市大字厚狭千

美祢

9月15日（日）

JR美祢線で行く
赤崎神社大祭奉納神事式

時間／8:15～16:40
赤崎楽桟敷で行われる安土桃山時代より継承される
神事を観賞します。■料金：大人3,000円小人1,500
円■定員：25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：9月5日（木）
問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115　FAX0837-62-1422
□HP  https://karusuto.com/

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

9月14日（土）

神田将エレクトーン
コンサート

時間／14:00～
たった一人のオーケストラ神田将のエレクトーン演
奏から新たな音楽の世界が広がります。■料金：指
定席5,000円、自由席一般3,500円・大学生以下
2,000円※当日500円高
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355

会場／山口市歴史民俗資料館
　　　企画展スペース
          山口市春日町5-1

山口

9月14日（土）

企画展「山口散策隊
―信仰でたどる江戸時代―」
の展示解説

時間／13:30～14:30
当館展示担当者による解説を行います。■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）
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／【集合場所】道の駅おふく 
          美祢市於福町4383-1 

美祢

9月21日（土）

江原集落の散策と
水脈を巡る旅

時間／9:30～15:15
不思議な集落「江原（よわら）」をMine秋吉台ジオ
パーク認定ジオガイドが分かりやすく解説します。
■料金：大人6,000円■定員：25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：9月11日（水）
問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115　FAX0837-62-1422
□HP  https://karusuto.com/

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

9月21日（土）

寄せ植え講習会

時間／①10:00～　
　　　②14:00～
秋を彩る寄せ植えを作ります。■料金：2,500円■定
員：各先着12人■申し込み方法：電話・FAX・メールの
いずれか■申し込み期限：9月14日（土）
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／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

9月20日（金）

歌之介改メ四代目
三遊亭圓歌
襲名披露公演 

時間／18:30～
宇部初の華やかな襲名披露興行を三遊亭円楽、桂
雀々、林家たい平が盛り上げます。■料金：全席指
定一般6,000円、財団友の会会員5,500円※当日
500円高
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

宇部

9月20日（金）

産業観光バスツアー
「エネルギー　宇部・山陽小野田
宇部・山陽小野田の
エネルギー施設を見る」

時間／9:00～17:35
■ルート：長州産業㈱⇒[昼食]ソル・ポニエンテ⇒き
らら交流館⇒西部石油㈱山口製油所⇒㈱パワー・
エンジニアリング・アンド・トレーニングサービス
（PET）⇒興産大橋⇒宇部興産沖の山貯炭場（コー
ルセンター）・6号岸壁。環境への関心が高まり、注
目されているクリーンエネルギー。太陽光で発電し
た電力だけを使って作った水素を貯蔵する水素ス
テーション実証施設の見学をします。またエネル
ギー産業の実態として巨大なタンクが広がる石油
精製工場や、中国電力の新宇部発電所を利用し、
現在は技術研修施設となっているPETを見学しま

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／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

9月19日（木）

畑クッキング
「オレガノを使ってみよう」

時間／13:00～15:00
献立：ペンネアラビアータ、サラダ、スープ、オレガノ
ブレンドティー。■持参品：エプロン、三角巾、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：9月9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

す。■料金：お1人様7,700円■定員：23人（最少催
行人数15人）■申し込み方法：HPまたは電話（㈱
船 鉄 観 光 旅 行 社 お の だ サン パ ーク店：
0836-83-3275）※募集開始日および予約状況
等についてはHPをご覧ください。※申し込みの前
にHP掲載の注意事項一覧をご確認ください。
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会場／美祢市役所　駐車場
          美祢市大嶺町東分326-1

美祢

9月28日（土）

美祢ランタンナイト
フェスティバル

時間／15:00～21:00
美祢市と国際交流している台湾より取り寄せる、大
小様々なランタンが鮮やかに灯り、心和ませてくれ
ます。ステージイベントや、eスポーツ、台湾グルメ
の出店なども楽しめます。■料金：無料 
問い合わせ先／美祢ランタンナイトフェスティバル実行委員会
(一社)美祢青年会議所事務局（美祢市商工会館内）
☎0837-53-1666　

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

美祢

10月3日（木）

産業観光バスツアー
【健脚コース】
「役目を終えた自動車の
行方と環境リサイクル・
バックヤードツアー」

時間／9:00～16:50
■ルート：㈱シーパーツ山口工場⇒秋吉台カルストロード
【秋吉台車窓見学】⇒［昼食］秋吉台サファリランド⇒秋吉
台サファリランドバックヤードツアー⇒道の駅みとう。㈱
シーパーツでは自動車のリサイクルについて学びます。使
用済み自動車はどのようにしてリサイクル、解体されて行
くのか? また、世界初のタイヤ、ホイール脱着ロボットも見
学することができます。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。■料金：
お1人様9,200円（体験料含む）■定員：23人（最少催行
人数15人）■申し込み方法：HPまたは電話（㈱船鉄観光
旅行社おのだサンパーク店：0836-83-3275）※募集開
始日および予約状況等についてはHPをご覧ください※申
し込みの前にHP掲載の注意事項一覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115　FAX0837-62-1422
□HP  https://karusuto.com/

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

9月26日（木）～11月24日（日）

開館25周年記念展
「ムットーニ
からくり文学館」

時間／9:00～18:00
「自動人形からくり箱」によって唯一無二の作品世
界を創り出す美術家・ムットーニ氏。小さな箱のなか
で、機械仕掛けの人形や音楽、光、語り、舞台装置
が巧みに絡み合いながら物語を紡いでいく作品は、
見る者の心を魅了してきました。本展では、中原中
也の詩を題材とした新作を中心に、文学をモチーフ
にした作品を紹介します。■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／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

9月26日（木）～29日（日）

開館25周年記念展
「ムットーニ
からくり文学館」
ムットーニが語る! 
作品上演会

時間／13:00～、15：00～（各40分）
ムットーニ氏本人が、口上をまじえながら作品を上
演します。■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／【集合場所】秋吉台長者ヶ森駐車場
          美祢市美東町長登

美祢

9月28日（土）

秋吉台地獄台の
秋の植物観察会 

時間／9:30～14:00
アキヨシアザミ・ヒメヒゴダイ・センブリ・ウメバチソ
ウ等を観察します。■料金：大人2,000円　小人

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

防府

9月25日（水）～29日（日）

防府市小中学校
科学作品展

時間／9:30～17:00（入館は16:30まで）
市内各小中学校から選ばれた、夏休みの科学作品
展です。それぞれどんな工夫がされているでしょ
う? ■入館料：高校生以上300円、小中学生200
円、幼児無料※割引等適用対象：団体（20人以
上）、障がい者手帳をお持ちの方とその介護者、防
府市文化振興財団会員■休館日：会期中なし
問い合わせ先／防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール） 
□HP  http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

9月27日（金）

産業観光バスツアー
「食・山陽小野田　
山陽小野田の知食体験
～地元産ワインと
和会席料理～」

時間／9:00～17:30
■ルート：㈱花の海⇒西海食品㈱⇒[昼食]村上旅館⇒㈲グ
リーンハウス⇒㈲つねまつ菓子舗（伝助）⇒二井観光ブド
ウ園⇒山口ワイナリー。山陽小野田市で作られている自
慢の野菜、加工食品、スイーツにワイン、身近な食べ物を
“知って”“おいしく食べる”ことを“頭”と“カラダ”で学ぶ“知
食体験ツアー”です。ワイン用のブドウ収穫体験もありま
す。■料金：お1人様7,700円■定員：23人（最少催行人数
15人）■申し込み方法：HPまたは電話（㈱船鉄観光旅行
社おのだサンパーク店：0836-83-3275）※募集開始日
および予約状況等についてはHPをご覧ください※申し込
みの前にHP掲載の注意事項一覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp　
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

山陽
小野田

会場／山口市歴史民俗資料館
　　　2階学習室 
          山口市春日町5-1

山口

9月21日（土）

れきみん講座
「江戸時代のお寺事情
―月輪寺文書の世界―」

時間／13:30～15:00
当館展示担当者による講座を行います。■参加費：
無料■定員：先着20人■申し込み方法：電話または
メール■申し込み期限：9月20日（金）■応募要件：
高校生以上

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

1,500円（お弁当、お茶付）■定員：30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：9月18日（水） 
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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

10月24日（木）

産業観光バスツアー
【健脚コース】
「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⇒
［昼食］道の駅おふく⇒おふく石灰窯⇒重安鉱山。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。「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。■料金：お1人様7,800円■定員：23人（最少
催行人数15人）■申し込み方法：HPまたは電話（㈱
船 鉄 観 光 旅 行 社 お の だ サ ン パ ー ク 店：
0836-83-3275）※募集開始日および予約状況等
についてはHPをご覧ください※申し込みの前にHP
掲載の注意事項一覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp　
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

会場／JR厚狭駅新幹線口集合ほか
          山陽小野田市大字厚狭

宇部

10月23日（水）

産業観光バスツアー
「障がい者雇用と
環境ビジネス 宇部
注目されている
企業の見学」

時間／8:40～18:00
■ルート：㈲リベルタス興産⇒㈱山原商会⇒［昼食］ぐ
うですぐう⇒セルプ南風⇒宇部テクノリサイクルセン
ター⇒㈱アースクリエイティブ。障がいのある方が楽
しく働くことを目指す施設や障害を特別視しないで障
がい者雇用に熱心に取り組む企業の様子を学び、金
属やプラスチック、食品などのリサイクル施設を見学
し環境問題を考えよう。■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（㈱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／JR新山口駅新幹線口集合
          山口市小郡下郷1294 

宇部

美祢

10月12日（土）

産業観光バスツアー
【人気コース】
「セメントの道
（美祢市スタート）
～JR新山口駅発着～
石灰石鉱山と
宇部興産専用道路」

時間／9:30～17:20
■ルート：秋吉台⇒秋芳洞⇒[昼食]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。新山口駅発着で、特別土曜日の催行
です。山口県内の観光と併せて是非、ご利用くださ
い。■料金：お1人様7,600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（㈱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／JR新山口駅新幹線口集合
          山口市小郡下郷1294 

宇部

美祢

10月12日（土）

産業観光バスツアー
【人気コース】
「セメントの道 
（宇部市スタート）
～JR新山口駅発着～
石灰石鉱山と
宇部興産専用道路」

時間／8:45～17:15
■ルート：UBE-i-Plaza⇒トレーラー整備場⇒宇部興産
専用道路⇒楠こもれびの郷⇒宇部興産専用道路⇒[昼
食]安富屋⇒秋芳洞⇒秋吉台⇒宇部興産㈱宇部伊佐鉱
山。新山口駅発着で、特別土曜日の催行です。山口県内
の観光と併せてぜひ、ご利用ください。■料金：お1人様
7,600円（入洞料含む）■定員：40人（最少催行人数30
人）■申し込み方法：HPまたは電話（㈱船鉄観光旅行社
おのだサンパーク店：0836-83-3275）※募集開始日
および予約状況等についてはHPをご覧ください※申し
込みの前にHP掲載の注意事項一覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

美祢

10月31日（木）

産業観光バスツアー
「炭鉱の歴史　
美祢を支えた“黒”と
新たな産業」

時間／8:50～16:50
■ルート：美祢市歴史民俗資料館⇒荒川坑⇒麦川街並み
散策と海軍キーストーン⇒［昼食］美祢社会復帰促進セ
ンター⇒道の駅おふく。「黒ダイヤ」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。「道の駅おふく」では、手作りシャーべットの無
料サービスもあります。■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（㈱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／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

宇部

美祢

10月17日（木）

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⇒[昼食]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、このスケールを是非!!
■料金：お1人様7,600円（入洞料含む）■定員：40
人（最少催行人数30人）■申し込み方法：HPまたは
電話（㈱船鉄観光旅行社おのだサンパーク店：
0836-83-3275）※募集開始日および予約状況等
についてはHPをご覧ください。※申し込みの前に
HP掲載の注意事項一覧をご確認ください。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp　
□HP  https://www.csr-tourism.jp/


