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萬代家から御寄贈いただきました、史跡⼗朋亭をはじめとする⼟地、建物や貴重な伝来資料

を活用し、本市における幕末・明治維新を楽しく、分かりやすく学ぶことができる場として、また、
大内文化特定地域の新たな回遊スポットとして整備した⼗朋亭維新館（別紙１参照）は、こ
の９⽉２９日で開館１周年を迎えます。  

これを記念して、本年が没後１００年にあたる⼭⼝市出身の宰相・寺内正毅を顕彰する事
業を  ⼭⼝県⽴大学との共同研究（別紙２参照）により実施いたします。 

また、９⽉２８日（⼟）には、⼗朋亭維新館開館１周年記念事業及び大内氏遺跡指
定６０周年記念事業（本年３⽉の市⻑定例記者会⾒で公表）として、主として若い世代の
方々への本市の歴史文化の周知促進を目的とした音楽イベントを開催します。 

事業等の詳細につきましては、下記及び別紙のとおりです。 
 

１．⼗朋亭維新館開館１周年記念企画展「寺内正毅展〜少年隊⼠から宰相への道〜」 
寺内正毅は、幕末に⻑州諸隊へ入隊し、隊士として四境（幕⻑）戦争に出兵したのち、明

治以降は戊⾠戦争や⻄南戦争などを経て、宰相までのぼりつめた人物で、本年は没後１００
年にあたります。本企画展では、寺内正毅の幕末維新期と晩年にスポットをあて、その功績等を
紹介します。 
  
【展示期間】 
 前期展示：令和元年 ９⽉２５日（⽔）〜１１⽉１１日（⽉） 
 後期展示：令和元年１１⽉１３日（⽔）〜１２⽉２７日（⾦） 
 
【主な展示資料】 
・前期：安⽥之滞穂（⼭⼝県⽴大学蔵） 

    幕末詩文集（   同上    ） 
     防⻑正気集（防⻑尚武館蔵） 
     〜幕末、⻘少年期の寺内が、防⻑ゆかりの人物の詩文や、⽔⼾藩士で全国の尊王 

志士に大きな影響を与えた藤⽥東湖の著作などを書写したもの。 

件 名： ⼗朋亭維新館開館１周年記念事業の実施について 

担当課： 交流創造部 文化交流課  
歴史文化のまちづくり推進室     （電話：083-934-4155） 
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・後期：寺内正毅⾃画像（⼭⼝県⽴大学蔵） 
    大勲位菊花大授章（防⻑尚武館蔵） 

     大礼服上下（防⻑尚武館蔵） 
     〜寺内正毅が陸軍大⾂に任命された際に着用した大礼服や勲章など。 

       ⼭⼝県⽴大学との共同研究により作成する大礼服、勲章のレプリカは、来館者が実
際に着用し、記念撮影等を⾏うことができます。 

 
【会 場】 ⼗朋亭維新館 本館展示室 
 
【観覧料】 高校生以上２００円、小中学生１００円 
 
２．企画展開催記念イベント「スタンプラリーでノベルティゲット！」 

寺内正毅ゆかりの資料を展示する防⻑尚武館、⼭⼝市菜⾹亭、⼗朋亭維新館の３館に、
イベント期間中に全て入館された方に、寺内正毅展オリジナルノベルティ（絵葉書２種セット）
をプレゼントします。 
【実施期間】 
 令和元年１０⽉１９日（⼟）〜１１⽉４日（⽉） 
 ※期間中、防⻑尚武館は事前予約不要で施設開放予定（通常は事前予約が必要） 
 
【観覧料】 
 防⻑尚武館  無料 
 ⼭⼝市菜⾹亭 大広間入館料 高校生以上１００円、小中学生５０円 

⼗朋亭維新館 本館展示室入館料 高校生以上２００円、小中学生１００円 
【期間中の休館日】 

いずれの施設も１０⽉２３日（⽔）、１０⽉２９日（火） 
 
【関係施設情報】 
－防⻑尚武館－ 
 陸上⾃衛隊⼭⼝駐屯地内に、設置されている資料館。寺内正毅とその息⼦・寺内寿⼀ゆか
りの品が多く展示されています。通常は、事前予約が必要ですが、イベント期間中は、予約不要
で⾒学することができます。 



令和元年８⽉⼭⼝市⻑定例記者会⾒ 

記者発表資料 

 

・住  所：⼭⼝市上宇野令７８４ 
・開館時間：１０時〜１６時（受付は１５時半まで） 
・その他 ：通常は要事前予約 
・料  ⾦：無 料 
・電  話：０８３－９２２－２２８１（陸上⾃衛隊⼭⼝駐屯地 広報室） 
 
 
－⼭⼝市菜⾹亭－ 
 ⼭⼝の迎賓館として、かつて井上馨、伊藤博文らが集った⽼舗料亭の建物。菜⾹亭にゆかり
のある人物が揮毫した扁額などが大広間に展示されています。期間中は、寺内正毅の扁額
（常設展示）のほか、寺内正毅の書（掛軸）も大広間に展示されます。 
・住  所：⼭⼝市天花１－２－７ 
・開館時間：９時〜２２時（大広間などの⾒学は、１７時まで） 
・休館日 ：火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始 
・料  ⾦：高校生以上１００円、小中学生５０円 
・電  話：０８３－９３４－３３１２ 
 
 
 
 
 
３．「寺内正毅没後１００年記念講演会」 

寺内正毅関係⽂書等の研究を精⼒的に⾏われている千葉功⽒（学習院⼤学史学科教授）を

お招きし、講演会を開催します。 

 

講  師：千葉 功⽒（学習院⼤学⽂学部史学科教授） 

演  題：寺内正毅と近代日本 

日  時：令和元年１０⽉２７日（日）１３：００〜 

会  場：⼭⼝県⽴⼤学講堂 

主  催：⼭⼝市 

共  催：⼭⼝県⽴⼤学 
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４．十朋亭維新館開館１周年記念・⼤内⽒遺跡指定６０周年記念事業 
⼤内文化特定地域賑わい創出イベント“⼤内ナイト” 

⼗朋亭維新館１周年記念事業及び⼤内⽒遺跡指定６０周年記念関連事業として、⼤内⽂化

の歴史遺産が多く残る⼤内⽂化特定地域において、主に、若い世代の⽅々への本市の歴史⽂

化の周知促進を目的とした音楽イベントを開催します。 

当該イベントでは、⼤内⽒の特徴である“国際交流”をテーマに、留学⽣の⽅々から御紹介

いただいた様々な国の音楽と、音楽とリンクした歴史⽂化資源等に係る映像を活用した DJ・VJ

パフォーマンスを実施いたします。 

このほかにも、⼭⼝⼤学、⼭⼝県⽴⼤学の学⽣によるダンスステージや、ゲストとして、紅白

歌合戦の出演経験もある元Whiteberry
ﾎ ﾜ ｲ ﾄ ﾍ ﾞ ﾘ ｰ

のボーカルで、現在はソロミュージシャンとして 活動

しておられる「 前田
ま え だ

 有
ゆ

嬉
き

 」さんのライブを予定しています。 

 
日 時：令和元年９⽉２８日（⼟）１７：３０〜２０：３０ 

場 所：⼭⼝市菜香亭 歴史めぐりの庭 

料 ⾦：無料 

内 容：別紙３のとおり 



 

 
山口市の幕末・明治維新を学べる場、周辺まちあるきの新たな回遊スポット 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施設概要 
◇所在地：山口市下竪⼩路１１２番地 
 
◇面積：総敷地面積：1,696.61 ㎡ 

各施設の構造及び床面積：下記のとおり 

施設名 施工種別 構造 延床面積 
  １階 ２階 

本館 新築 木造（一部
RC 造） 293.80 ㎡ 239.80 ㎡ 54.00 ㎡ 

十朋亭 維持補修 木造 42.11 ㎡ - - 
杉私塾 維持補修 木造 92.24 ㎡ 62.04 ㎡ 30.20 ㎡ 

萬代家主屋 維持補修 木造 126.84 ㎡ 84.36 ㎡ 42.48 ㎡ 
収蔵庫（蔵） 維持補修 RC 造 40.69 ㎡ - - 

 
◇総事業費：約５億６千７百万円 
 
 
 
 

別紙１ 



 

設置目的 
 明治維新１５０年の⼤きな節目を好機として、幕末維新期の重要な史跡である十朋亭及び 
杉私塾に加え、山口市の幕末･明治維新を学べる施設として歴史資料の展示やガイダンス機能を
持った施設を整備し、歴史・⽂化を通じた幅広い交流を促進するとともに、貴重な歴史資源の保存、
活用を図ろうとするもの。 
 
コンセプト 
１．山口市における幕末・明治維新期を学べる場として 
２．⼤内⽂化特定地域における新たな回遊スポットとして 
３．歴史⽂化のまちづくりを具体化する施設として 
 
 
施設の機能等について 
◇本    館  展示室及びガイダンスゾーン 

十朋亭ゆかりの歴史資料の展示やプロジェクションマッピングを 
活用した映像コンテンツ、専用アプリケーション（AR アプリ）など、 
幅広い層の方々が楽しめる空間となっている。 

 
 
 
○萬代家から御寄贈いただいた展示資料の一部 

大杓子（伊藤博文・井上馨自作の漢詩が直筆される）      久坂玄瑞常用湯呑 

  
 
 
 
 
 
 

手鑑萬代帖 
（⼭⼝県指定有形文化財：平安時代から江⼾時代初期頃までの名筆の書状など６３点を収集し帖に仕⽴てたもの） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

十朋亭維新館 
マスコットキャラクター 
「かおるくん」 



 

◇十朋亭、杉私塾、萬代家主屋：各々の施設を自由に観覧可能 
                      萬代家主屋では、地域団体等の方々と連携し、お茶会や蓄

音機で古いレコードを聴く会など、建物の魅⼒を⽣かしたイベ
ントを定期的に開催している。 
 
 

 
開館時間、休館日、観覧料等について 
 
◇開館時間：午前９時から午後５時 
◇休 館 日：火曜日（祝日の場合は祝日でない翌日）、年末年始（１２⽉２９日から翌年１⽉３日まで） 
◇観 覧 料 

施設 単位 観覧料 

本館展示室 
⼤人（高校⽣以上）１人つき ２００円 
⼩人（⼩学⽣及び中学⽣）１人につき １００円 

展示室を除く本館及び十朋亭、杉私塾、萬代家主屋は観覧無料 
 
 
 
入館者者数実績 
 

年度 入館者数 
 

うち展示室観覧者 
（有料入館者）数 

平成３０年度 
（９⽉２９日〜３⽉３１日） 

17,597 人 4,834 人 

令和元年度（７⽉末まで） 8,774 人 1,696 人 

合計 26,371 人 6,530 人 

 
 
 
企画展開催実績 
 

開催期間 展示内容 

平成３０年９⽉２９日〜１２⽉２５日 
十朋亭ゆかりの人物の書展示 
（久坂玄瑞、伊藤博⽂、山縣有朋などの書を展示） 

平成３０年１２⽉２７日 
〜平成３１年３⽉４日 

新春企画展 
（萬代家が所有していた、伊藤博⽂の掛軸、土佐派の屏
風等を展示） 



 

開催期間 展示内容 

平成３１年３⽉６日〜４⽉１日 

萬代家⽂書⽂化財指定記念展示 
（指定⽂化財のうち、萬代甚七宛の書状を中心に、萬代
甚七が、幕末期に藩の諸役に任命され、藩政また山口町の
町政に⼤きく貢献したことなどを紹介） 

平成３１年４⽉３日 
〜令和元年７⽉１日 

四境戦争への道〜慶応前期の⼤村益次郎と⻑州藩〜 
（⼤村益次郎に関する史料に併せて、高杉晋作が杉梅太
郎（吉⽥松陰の兄）に宛てた書状等を展示） 

令和元年７⽉３日〜９⽉２３日 
遊撃隊総督・河瀬眞孝の⽣涯 
（本市佐山出身の維新の志士で、明治維新後、外交官や
侍従⻑として官界で活躍した河瀬眞孝を紹介） 

 



 

 
⼭⼝県⽴⼤学との共同研究について 

 
●趣 旨 

没後１００年を好機として、桜圃寺内文庫（旧蔵資料）の所蔵など寺内正毅に関係の
深い⼭⼝県⽴⼤学と、寺内正毅をテーマとした企画展を開催する⼭⼝市が連携し、当該⼈物
の功績の顕彰等を目的として、共同研究事業を実施することとしたもの。 
 
●関係⼤学及び学部学科 
  ⼭⼝県⽴⼤学国際文化学部文化創造学科 
 
●実施期間 
 令和元年６⽉１⽇から令和２年３⽉３１⽇まで 
 
●共同研究の内容 
１．広報部門 
  （１）研究内容 

企画展及び講演会の広報物・印刷物について、歴史や文化に関心が薄い層にも興味関
心をもっていただくこと等を目的として、幅広い層に受け⼊れられる、訴求⼒の⾼いデザイン等
を考察する。 

  
（２）作業内容 

   ①企画展及び講演会の広報ポスターのデザイン・制作 
   ②企画展リーフレットのデザイン・制作 
   ③企画展・スタンプラリーに係るノベルティ（絵葉書）のデザイン・制作 

 
２．服飾部門 

（１）研究内容 
寺内正毅のイメージ（⼤礼服を着用した状態の肖像をベースとして）をより具体化するた

めに、防⻑尚武館蔵の「寺内正毅⼤礼服（上下）」の復元を目的とした研究を⾏う。⼤礼
服は、展示期間中、来館者が着用することができるものとする。  

別紙２ 



 

  （２）作業内容 
      ①寺内正毅⼤礼服（上下）の復元 
 
３．地域資源活用部門 
  （１）研究内容 
   寺内正毅のイメージ（⼤礼服を着用した状態の肖像をベースとして）をより具体化するた

めに、防⻑尚武館蔵の「勲章」などの復元を目的とした研究を⾏う。勲章は、展示期間中、
来館者が着用等することができるものとする。 

   また、⼗朋亭維新館既存ＡＲアプリケーションの新たな活用⽅策等を研究し、利用率及
び来館者の満⾜度向上等を図る。 

 
（２）作業内容 

    ①「勲章」等の３Ｄデータ化による復元 
    ②⼗朋亭維新館ＡＲの利用率向上に係る諸作業 
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