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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

美祢ランタンナイト
フェスティバル

9月28日（土）

山陽小野田市

第10回
山陽小野田市
かがく博覧会

9月28日（土）、29日（日）

萩市

萩・食の祭典2019
HAGIたまちテーブル

9月14日（土）、15日（日）
津和野町

にちはら
天文台
9月の
イベント

9月7日（土）、13日（金）、
21日（土）、28（土）

山口市

山口ゆらめき回廊
9月16日（月・祝）、23日（月・祝）

防府市

第12回「腕前探訪」
ふるさとの匠たち

9月13日（金）～16日（月・祝）

P i c k  U p

P i c k  U p

P i c k  U p

宇部市
UBEビエンナーレ
×まちじゅうアートフェスタ
UBEアートフェスタ2019
第28回UBEビエンナーレ
（現代日本彫刻展）

9月29日（日）～11月24日（日）
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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
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／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

9月1日（日）まで

「保手濱 拓 展
時をなぞる」

時間／9:00～18:00（最終日17:00）
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。■入場料：無料
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／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　※（　）内は20人以上の団体料
金。（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

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/

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）※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

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
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／防府市青少年科学館（ソラール）
          防府市寿町6-41

防府

9月8日（日）まで

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、光の投影技術と画像処理技術との融
合や、人間が光や色によって物体を認識する感覚など
について楽しく学べる特別展です。ホログラムや3D
プロジェクションマッピングなどの体験型展示物で、
光の不思議な世界を旅しよう! ■観覧料：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：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／ときわ公園
          宇部市則貞3-4-1 

宇部

9月8日（日）まで

わくわくレイン
～雨の日限定サービス～

雨の日は、園内の参加店舗で各種サービスを提供
します。■休館日：火曜
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課　
☎0836-54-0551

会場／山陽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
「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、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

河瀬眞孝（石川小五郎）展

時間／9:00～17:00
本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（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

山陽
小野田

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1 

山口

9月29日（日）まで

企画展「山口散策隊
－信仰でたどる
江戸時代－」
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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/

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

萩

11月22日（金）まで、
12月15日（日）

第1回萩検定

時間／初級11月22日（金）まで
　　　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
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

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

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■
申し込み期限：中級は11月27日（水）

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／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／9:00～11:00

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
□HP  https://www.sanyo-onoda.lg.jp/site/
　bunka-sports/tandem.html

山陽
小野田

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
込んでください。■参加料：無料■定員：各回先着
10組20人程度■申し込み方法：山陽小野田市シ
ティセールス課、厚狭地区複合施設、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、山陽小野田市シティセールス課ま
で提出（窓口、FAXでも可）※申込書はHPからも
ダウンロードできます。

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

9月7日（土）～10月14日（月・祝)

誰の体? 霊長類
ダンボールパズル

時間／9:30～17:00
すむ環境や生態によってサルたちの体はさまざま。
サルの体パズルを完成させて特徴や違いを学ぼう! 
■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／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

9月7日（土）

【海外アーティスト交流
イベント】トークイベント
「オーストラリアで作曲家
として働くということ」 

時間／14:00～15:00
作曲家という仕事やオーストラリアでの活動につ
いてステュアートさんからのお話を聞いてみません
か。■対象：中学生以上■講師：ステュアート・グリー
ンバウム氏（国籍オーストラリア／作曲家）※通訳
付■料金：無料
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
□HP  https://aiav.jp
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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

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)
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）
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／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

9月7日（土）

【海外アーティスト
交流イベント】トークイベント
「山口県の自然崇拝を撮る」

時間／15:00～16:00
山口県の民俗や歴史をどう作品化するか、一緒に
お話を聞いてみませんか。■対象：どなたでも（親子
で参加可）■講師：イーシン・スー氏（国籍：台湾／ビ
ジュアルアート作家）※通訳付■料金：無料
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
□HP  https://aiav.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

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
に狐の足あとで上演します。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／にちはら天文台
          島根県鹿足郡津和野町枕瀬806-1

9月7日（土）、13日（金）、
21日（土）、28（土）

にちはら天文台
9月のイベント

時間／19:00～22:00
秋の夜空は水蒸気が少な
く星がよく見える季節で
す。9月7日は「スマホで
ナイト」、9月13日は「中
秋の名月」、9月21日・28
日は「夏の星雲星団観測
会」を行います。ぜひお気
軽にご参加ください。■
料金：大人500円、高校生
以下400円
問い合わせ先／にちはら天文台
☎0856-74-1646
□HP  http://www.sun-net.jp/~polaris/top.htm

津和野

津和野

会場／太皷谷稲成神社
          島根県鹿足郡津和野町後田409

9月7日（土）、14日（土）、
15日（日）、21日（土）、22（日）

津和野夜神楽2019

時間／20:00～21:10
毎年恒例の津和野夜
神楽公演が本年も開
催! 会場は日本五大稲
荷の一つ・太皷谷稲成
神社。夜の稲成神社、
幽玄な雰囲気の中で
手に汗握る勇壮な演
武をご堪能ください。
なお、公演当日には演
目に応じて限定御朱
印を授与しておりま
す! ■料金：大人500
円、小学生以下無料
問い合わせ先／津和野町観光協会
☎0856-72-1771
□HP  https://tsuwano-kanko.net/info/yokagura2019/

山陽
小野田

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

9月8日（日）、15日（日）

吹きガラス体験

時間／9:00～、13:30～
吹き竿の先に熔けたガラスを巻き取って、息を入
れ、道具を使い、形を整えながらグラスや器を作り
ます。波音の聞こえる工房でガラス体験をしてみま
せんか? ■対象：小学生以上※作品のお渡しは1週
間後です。※随時体験も各種ありますので、詳しく

問い合わせ先／きららガラス未来館
☎0836-88-0064
□HP  https://www.onodaglass.jp/

会場／厚狭地区複合施設
　　　1階ラウンジ
          山陽小野田市大字鴨庄94

9月13日（金）～24日（火）

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翁は、1881（明治14）
年に国内初の民間セメント会社を小野田の地に創
設し、84歳で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、笠井順八没
後100年記念事業の一環として、山陽小野田市歴
史民俗資料館所蔵の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。みなさんの情報を
お待ちしています。■入場料：無料
問い合わせ先／山陽小野田市厚狭図書館
☎0836-72-0323

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/

はお問い合わせください。■料金：2,620円～■定
員：各回先着5人■申し込み方法：電話
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会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

9月13日（金）～12月8日（日）

企画展
「周防三羽烏
～山頭火と白船・碧松～」

時間／10:00～18:00
自由律俳句の雑誌『層雲』の中で、主宰の荻原井泉
水（おぎわらせいせんすい）は、種田山頭火、久保
白船（くぼはくせん）、江良碧松（えらへきしょう）と
いう山口県から投稿する三人の若者に着目し、「周
防三羽烏」と呼んでその才能を高く評価しました。
今回の企画展では、山口県を代表するこの三人の
自由律俳人とその作品を紹介します。それぞれの
個性あふれる作品群をぜひご堪能ください。■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
☎0835-28-3107（山頭火ふるさと館）
□HP  http://hofu-santoka.jp/

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）

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）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

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

9月14日（土）～10月14日（月・祝）

動物ダンボールめいろ

時間／9:30～17:00

会場／宇部市立図書館
          宇部市琴芝町1-1-33

宇部

9月14日（土）

秋に向けて咲かせる
バラづくり

時間／10:00～11:30
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
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

山陽
小野田

会場／常盤町1丁目スマイルマーケット
　　　（旧山口井筒屋宇部店）
          宇部市常盤町1-6-30

宇部

9月14日（土）～11月24日（日）

UBEビエンナーレ×
まちじゅうアートフェスタ
UBEアートフェスタ2019
まちなかアートフェスタ
アンノヒデアキノセカイ×
海洋堂エヴァンゲリオン
フィギュアワールド

時間／11:00～18:30（入場は18:00まで）
「エヴァンゲリオン」シリーズの各場面を立体化・再
現したジオラマやフィギュアの展示、庵野秀明の活
動の軌跡、作品の魅力などを紹介します。■料金：
一般500円、高校生以下無料■休館日：水曜 
問い合わせ先／宇部市共生社会ホストタウン推進グループ  
☎0836-34-8468

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）

9月14日（土）

認知症普及啓発イベント
「考えてみんかね!
認知症のこと～知ろう・
防ごう・支えよう～」

時間／12:00～16:00

認知症は、自らの問題として予防に努めるととも
に、地域全体で支えていく意識を高めることが大切
です。認知症に関心がある人も、まだ自分には関係
ないと思ってる人も、この機会にイベントに参加し
ませんか。■内容：12:00～13:15認知症予防のた
めの運動の個別相談、運動体験（ロコモ予防・機能
チェック）、とらいぽっどカフェ（小野田在宅介護の
会「とらいぽっど」）、血管年齢測定、物忘れチェッ
ク、骨密度測定、肌年齢測定、個別介護相談、認知
症相談（若年性含む）、13:15～13:45敬老月間啓
発ポスター表彰式、13:55～16:00講演「私たちが
行った遠距離介護の方法」講師：河野克典（バリトン
歌手）、ピアニスト）※休憩時間（14:40～15:00）
にコグニサイズ（頭を使って体を動かす運動）を行
います。※手話通訳者、要約筆記者を配置します。
※会場内に敬老月間啓発ポスター応募作品や介護
かるたの展示もあります。■入場料：無料
問い合わせ先／山陽小野田市地域包括支援センター（高齢福祉課内）
☎0836-82-1149

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
□HP  http://www.c-able.ne.jp/～yrekimin/

美祢

9月14日（土）

【海外アーティスト交流
イベント】ワークショップ
「イザベラさんと
ヨーロッパ民話の登場
人物を作ろう」

会場／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50
時間／14:00～16:00
ヨーロッパ民謡から好きなキャラクターを選び、色
や質感の異なる紙を使ってオリジナル切り絵人形
を制作します。■対象：小学生以上■講師：イザベ
ラ・マザンティ氏（国籍：イタリア／ビジュアルアート
作家）※通訳付■料金：無料■定員：20人■申し込
み方法：電話・メール・HPのいずれかから、参加者全
員の氏名・ふりがな・住所・電話番号・生年月日を添
えてお申し込みください。
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
　info@aiav.jp
□HP  https://aiav.jp

動物クイズをときながらダンボール迷路をたのしも
う! ■休館日：火曜
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／ときわ動物園
          宇部市則貞3-4-1

宇部

9月16日（月・祝）

敬老の日　
ご長寿動物ガイド

時間／13:00～
ご長寿テナガザルのお話。■料金：無料（入園料は
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／香山公園
　　　（国宝瑠璃光寺五重塔）
          山口市香山町7-1

山口

9月16日（月・祝）、23日（月・祝）

山口ゆらめき回廊

時間／18:30～21:00
国宝瑠璃光寺五重塔のある香山公園内に1,000
個のキャンドルが灯され、幻想的な風景を演出しま
す。公園内にある「満月の庭」にて音楽コンサート
もあり、23日にはゆらめきの灯り茶会も実施。心地
よい秋の夜風に吹かれながら、ゆらめく灯りをお楽
しみください。■参加料：無料（茶会は500円） 

会場／道の駅「萩しーまーと」横駐車場
　　　（雨天時は萩・田町商店街）
          萩市椿東4160-61
          （雨天時：萩市東田町84-2）
時間／12:00～15:00
萩ふるさと大使である熊谷喜八シェフ（KIHACHI
創業者）と奥田政行シェフ（「アル・ケッチァーノ」
オーナーシェフ）による萩の食材を活用したビュッ
フェとバーベキューをお楽しみいただけます。■料
金：5,000円（ワンドリンク付）■定員：先着200人
程度■申し込み方法：HP専用フォーム、電話・メー
ル・FAX・郵送・窓口のいずれか
問い合わせ先／萩市企画政策課内　
萩・明治維新150年記念事業実行委員会事務局
萩市江向510　
☎0838-25-3342　FAX0838-26-3803
　kikaku@city.hagi.lg.jp
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/ques/questionnaire.
　php?openid=106

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

9月15日（日）

パルフェマーケット

時間／10:00～15:00
問い合わせ先／パルフェマーケット事務局
☎080-2884-0270

鎌倉初期に作られたと言われている、国の重要有
形民俗文化財「岸見の石風呂」に実際に入浴して
いただきます。石風呂は熱気浴をするサウナで、服
を着たまま入りますので、お気軽にお越しくださ
い。■参加費：300円 
問い合わせ先／
山口市文化財保護課
☎083-920-4111　
当日連絡先
岸見石風呂保存会
☎090-5708-1426 
□HP  https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/
　kyoiku/46607.html

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

9月15日（日）

れきみんファミリーデー!

時間／10:00～16:00

会場／ときわ公園東駐車場
          宇部市大字沖宇部254

宇部

9月15日（日）

ときわ公園フリーマーケット

時間／7:00～14:00 ※雨天中止
問い合わせ先／ときわ公園フリーマーケット事務局　
☎080-2884-0270

会場／萩市内

萩

9月15日（日）、10月20日（日）

特別な列車
ウォッチングツアー

時間／【第一部】  8:10～11:00
　　　【第二部】11:00～13:00
東萩駅や萩駅で特別な列車を見学、その後、とって
おきの場所に移動して走行シーンを撮影します。■
料金：無料■定員：各回先着20人■申し込み方法：
電話■応募要件：小学生以下は保護者同伴
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／【集合場所】厚狭駅在来線口
          山陽小野田市大字厚狭

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）

会場／萩・田町商店街
          萩市東田町84-2

萩

9月14日（土）、15日（日）

萩・食の祭典2019
HAGIたまちテーブル

時間／17:00～21:00
萩・田町商店街の店舗
や市内外からユニーク
な屋台やキッチンカー
が集まり、萩の食とお酒
を楽しめるイベントを開
催します。■入場料：無
料（飲食代は有料）

問い合わせ先／萩市企画政策課内
萩・明治維新150年記念事業実行委員会事務局
☎0838-25-3342
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/site/
　meijiishin150/h28443.html

萩

9月16日（月・祝） 

萩・食の祭典2019
熊谷喜八シェフ
プロデュース萩食
ビュッフェ& BBQ

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／岸見の石風呂
          山口市徳地岸見824 

山口

9月15日（日）、10月20日（日）、
11月17日（日）、12月15日（日）、
2020年1月19日（日）、
2月16日（日）、3月15日（日）

岸見の石風呂
「石風呂体験会」

時間／10:00～15:00

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/

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。
■テーマ：蓄音機■料金：無料■当日受付
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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）

9月21日（土）～25日（水）

特別GⅠ共同通信社杯
プレミアムカップ

時間／10:00～17:00
オートレース場で開催される中で、一番格式の高い、
特別GⅠプレミアムが5日間にわたって開催されます。
全国から上位96人が一堂に集結しますので、ぜひ皆
様お誘い合わせの上、お越しください。■入場料：無料

問い合わせ先／山陽オートレース場
☎0836-76-1115 
□HP  http://www.sanyoauto.jp

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）

れきみんミニ講座
「江戸時代のお寺事情
－月輪寺文書の世界－」

時間／13:30～15:00

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／山口大学吉田キャンパス 
　　　大学会館
          山口市吉田1677-1

山口

9月21日（土）～23日（月・祝）

地質情報展
2019やまぐち
めくってみよう!
大地の図かん

時間／10:00～17:00（最終日は16:00まで）
山口県地域の「地質」についてわかりやすく解説す
る特別展です。様々な体験学習コーナーでの実験・
実演を通じて、楽しみながら「地質」を学んでいた
だけるイベントです。※一部体験コーナーでは
10:00より先着100人に整理券を配布
問い合わせ先／国立開発研究法人　
産業技術総合研究所 地質調査総合センター
☎029-861-3540
□HP  https://www.gsj.jp/event/johoten

山陽
小野田

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

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⇒山口県産業技術センター⇒to t 
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：1人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／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問い合わせ先／
【総合】大路ロビー
☎083-920-9220
【当日】
香山公園前観光案内所
☎083-934-6630
□HP  http://ojilobby.sblo.jp/article/186268507.html

問い合わせ先／湯田温泉地ビール倶楽部実行委員会
☎050-6876-3198
□HP  https://ja-jp.facebook.com/
　yudaonsencraftbeerfesta/

山口県内をはじめ、九州中国地方の地ビールが集
結! 40種類以上の様々なビールと美味しいグルメ
が楽しめます。■参加料：1日飲み放題券前売り
3,500円（当日券4,000円）/ビール&フード共通
前売り券250円券×20枚券4,500円（5,000円相
当）■応募用件：20歳以上■チケット販売所：狐の
足あと、イープラス

会場／湯田温泉井上公園
          山口市湯田温泉2-5

山口

9月21日（土）、22日（日）

湯田温泉
地ビール倶楽部

時間／11：00～20：00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 

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/

■ルート：長州産業㈱⇒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を見学します。■
料金：1人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。

当館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:9月20日（日）
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会場／萩城跡
          萩市大字堀内1-1

萩

9月28日（土）

世界遺産清掃活動

時間／10:00～11:30（小雨決行、雨天中止)
萩城跡の清掃を実施します。清掃後、萩城跡の説
明を行います。■料金：無料■申し込み方法：窓口・
電話・FAXのいずれか

山陽
小野田

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

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】
　　　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
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）
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／ときわ公園正面入口集合
          宇部市則貞3-4-1

宇部

9月28日（土）

てくてくときわ公園

時間／9:50～12:00
芸術の秋! 彫刻マップを片手に歩きましょう! ■料
金：無料■定員：40人■申し込み方法：電話または
FAX■申し込み期限：9月27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／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112

山口

9月25日（水）～12月27日（金）

寺内正毅展
～少年隊士から
宰相への道～

時間／9:00～17:00
山口市出身の宰相・寺内正毅の没後100年を記念し
た展覧会。山口県立大学所蔵の資料や、防長尚武館
所蔵資料を借用し、幕末維新期に長州諸隊に入隊し
た青少年期の寺内や、晩年の寺内の幕末維新観につ
いて展示します。■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
□HP  https://jippotei-ishinkan.jp/

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／山口大学吉田キャンパス
　　　大学会館 
          山口市吉田1677-1

山口

9月22日（日）

市民講演会
「防府土砂災害から10年
－災害を経験して
次に活かす－」

時間／13:00～14:30

山口県土砂災害の特徴と最新の成果を幅広い視点で
紹介して、今後10年の防災の役に立てる講演会です。
問い合わせ先／一般社団法人　日本地質学会
☎03-5823-1150
□HP  https://confit.atlas.jp/guide/event/
　geosocjp126/static/gyoji

会場／津和野町民センター 
          島根県鹿足郡津和野町後田ロ66乙

津和野

9月22日（日）

津和野城VRツアー

時間／10:30～15:10

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

津和野町では島根県内で初となる現地体験型VR
観光アプリ「ストリートミュージアム®」で閲覧でき
るVRコンテンツとして津和野城を一般公開いたし
ました。本イベントでは、津和野城の魅力について
の講演の後、津和野城にてVR体験およびVRにま
つわる解説を行います。今年のシルバーウィークは
山陰の小京都「島根県津和野町」で江戸時代にタ
イムトリップしましょう! ■料金：津和野城リフト往復
料金700円必要■申し込み方法：電話

■ルート：㈱花の海⇒西海食品㈱⇒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：1人
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。

会場／ときわ公園スポーツ広場集合
          宇部市大字上宇部310

宇部

9月22日（日）

水生生物観察会

時間／10:00～12:00
常盤湖の水生生物を観察しよう! ■持参品：長靴、
アミ、バケツ■料金：無料■定員：先着20人■申し
込み方法：電話・FAX・メールのいずれか
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541　FAX0836-21-5099
　info@tokiwa-zoo.jp

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/
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会場／旧吉部小学校
          宇部市大字東吉部3425-1

宇部

9月29日（日）～11月24日（日）

UBEビエンナーレ
×まちじゅうアートフェスタ
UBEアートフェスタ2019
うべの里アートフェスタ
職員室café

会場／旧吉部小学校
          宇部市大字東吉部3425-1

宇部

9月29日（日）～11月24日（日）

UBEビエンナーレ
×まちじゅうアートフェスタ
UBEアートフェスタ2019
うべの里アートフェスタ
馬場良治展
～文化財装飾復元の世界～

時間／10:00～15:00
平等院、三千院などの修復過程の紹介や映像、実
際の資料などを展示します。■料金：無料
問い合わせ先／宇部市北部地域振興課
☎0836-67-2812

会場／中央銀天街、
　　　多世代交流スペース、
　　　わいわいぱぁ～く
          宇部市中央町

宇部

9月29日（日）

UBEビエンナーレ×
まちじゅうアートフェスタ
UBEアートフェスタ2019
まちなかアートフェスタ
山口宇部スペインフィエスタ2019

時間／11:00～15:00
問い合わせ先／宇部市共生社会ホストタウン推進グループ
☎0836-34-8468

会場／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1

宇部

9月29日（日）

ぶちのりパスポート

時間／9:30～17:00
ときわ遊園地の乗り物が1,000円で乗り放題!（一
部機種対象外）※パスポートの販売は16:00まで

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

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

宇部

9月29日（日）～11月24日（日）

UBEビエンナーレ
×まちじゅうアートフェスタ
UBEアートフェスタ2019
第28回UBEビエンナーレ
（現代日本彫刻展）

世界42カ国318点の応募の中から選ばれたイタリ
ア、フィリピン、台湾、日本の4カ国15人のアーティ
ストが参加して、UBEビエンナーレ彫刻の丘に野外
彫刻が展示されます。■オープニングイベント：9月
29日（日）9:20～10:30、宇部市立常盤中学校吹奏
楽部と市内4団体によるダンスパフォーマンス、リボ
ンオープン、バルーンリリースなど■料金：無料
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282

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。
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／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

9月28日（土）

開館25周年記念展
「ムットーニ
からくり文学館」
スペシャルナイトツアー

時間／18:30～20:00
夜の記念館にて、ムットーニ氏による新作「サーカ
ス」制作秘話と上演会をお楽しみいただける特別
な時間! ■入館料：一般320円、学生210円、70歳
以上・18歳以下無料■定員：先着20人■申し込み
方法：電話・FAX・予約フォームのいずれか
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430　FAX083-932-6431 
□HP  http://www.chuyakan.jp/

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

9月28日（土）、29日（日）

第10回山陽小野田市
かがく博覧会

時間／10:00～17:00
山陽小野田市と山口東京理科大学との連携協定事業と
して、今年も「かがく博覧会」を2日間にわたって開催し
ます。市内小中学生「科学作品展」、市内高等学校・山
口東京理科大学・市内企業による実験体験ブースなど、
科学を学ぶ楽しさや驚き、感動を体験できる企画が盛り
だくさんです。29日(日)には、米村でんじろうサイエン
スプロダクション所属の海老谷浩さんによるサイエンス
ショーも開催します（予約不要・無料）■入場料：無料
問い合わせ先／山陽小野田市教育総務課
☎0836-82-1200

問い合わせ先／萩市観光政策部文化財保護課
☎0838-25-3299 
☎0838-25-3835
FAX0838-26-0716
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会場／狐の足あと
          山口市湯田温泉2-1-3

山口

10月5日（土）～27日（日）

行きたくなる街湯田温泉・
地域振興ポスター展

時間／8:00～22:00
湯田温泉の飲食店・商店・宿泊施設を魅力的なポス
ターで展示します。見るときっと行きたくなる! 狐の足
あとのほか、参加協力店にも展示されているポスター
を巡って撮影するインスタフォトラリーも実施（フォトラ
リーは12月22日まで）。■参加料：無料■休館日：なし

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

10月4日（金）、11日（金）、18日（金）

人と動物の絆
－大学に暮らす猫との
共生を考える－

時間／10:30～11:30
猫は昔から私たちの良きパートナーとしてともに暮
らしてきました。しかし、「飼い主のいない猫」が増

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／秋吉台周辺
          美祢市秋芳町秋吉台

美祢

10月5日（土）

みねすとろん2019
MINEサイクル
フェスティバル2DAYS 
1st stage

時間／7:00～16:30
秋吉台の雄大な景色やおいしい地元グルメがたっぷ
り楽しめるみねすとろん。今年も引き続きハードな坂
をご用意しております。目玉はロングコース終盤に待
ち構える「通称:カルストベルグ」と呼ばれる激坂区間! 
皆様のご参加をお待ちしています! ■料金：ロングコー
ス：8,000円※参加申し込み後の返金につきましては
一切受け付けできません。■定員：先着500人（ロング
のみ：500人）定員に達した時点で締め切らせていた
だきます。■申し込み方法：HPからのエントリー
（https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/800
07）■応募要件：9歳以上の健康な男女。18歳以下の
方は、同意書に保護者もしくは代理人の署名が必要。
13歳未満の方は保護者の同伴が必要。坂が多いの
で、脚力に自信のある人。※自転車ヘルメット・手袋は
必ず着用してください。■申し込み期限：9月4日（水）
問い合わせ先／みねすとろん2019事務局
（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115
□HP  https://karusuto.com/event/20191005/

えてきて、地域住民とのトラブルも発生していま
す。私たち人間は猫をはじめとする動物から癒やし
効果という大きな恩恵を受けています。この機会に
猫と人間との絆を再認識し、共生するための方法
を皆さんとともに考えます。大学構内に暮らしてい
る猫（大学猫）との共生を事例として、具体的な動
物管理の取り組みを紹介します。動物愛護につい
て理解を深め、豊かな地域社会とは何かを考える
講座です。■受講料：2,450円（傷害保険料等含
む）■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：9月20日（金）

会場／萩市内各所

萩

10月1日（火）～12月31日（火）

HAGI TRAVEL 
PASS（H・T・P）

萩市内の飲食店・おみやげ店や日帰り温泉施設の紹
介のみならず、萩・明倫学舎や萩博物館などの観光
施設で使えるクーポンも付いていて、萩をお得にま
ち歩き&味めぐり・湯めぐりをお楽しみいただけます! 
■販売所：（一社）萩市観光協会、萩市観光課ほか
問い合わせ先／（一社）萩市観光協会
☎0838-25-1750

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）、11月14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：1人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/

会場／国指定史跡旧萩藩御船倉
          萩市大字浜崎町

萩

9月29日（日）

御船倉コンサート

時間／昼の部13:30～
　　　夕の部16:30～
国指定史跡旧萩藩御船倉を舞台にコンサートを実
施します。■料金：1,500円■申し込み方法：電話■
チケット販売所：旧山中家住宅
問い合わせ先／旧山中家住宅
☎0838-22-0133

会場／萩城城下町周辺
　　　（総合案内所：旧久保田家住宅）
          萩市呉服町1-31-5

萩

10月1日（火）～14日（月・祝）

着物ウィークin萩

時間／10:00～17:00
日本の文化でもあり、
美しさの象徴とも言
える「着物」を着て、
和を楽しみましょう。
江戸時代の古地図が
そのまま使えるほど
美しい町並みが残る
萩をステージに、着
物レンタルやフォトコ
ンテストが行われま
す。また、着物を着て
いるだけで、市内各
所にある喫茶店やお
食事処、お土産店などで、特別な割引やサービスが
受けられます。和を楽しみ、和を身に付け、和を思
い出に残してみましょう。■着物レンタル料：4,000
円（持ち込み2,000円、着付け直し無料）
問い合わせ先／着物ウィークin萩実行委員会（萩市観光協会内）
☎0838-25-1750
□HP  http://www.hagishi.com/event/kimono08/

時間／11:00～15:00
問い合わせ先／宇部市北部地域振興課
☎0836-67-2812

会場／石炭記念館
          宇部市大字沖宇部 ときわ公園内

宇部

9月29日（日）

炭鉱の語り部講座
第2弾

時間／13:00～15:00
「満鉄本線を疾駆した超特急『あじあ』－牽引した
パシナ型蒸気機関車他－」、講師：津田 出（炭鉱を
記録する会会員）■料金：無料■定員：20人
問い合わせ先／石炭記念館
☎0836-31-5281
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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

10月12日（土）

寄せ植え講習会

時間／①10:00～
　　　②14:00～
寄せ植えコンクール受賞者にお手伝いしてもらい
ながら寄せ植えを作りましょう。■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：10月5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／きららビーチ焼野集合
          山陽小野田市焼野海岸

10月13日（日）

第19回竜王山ウォーク

時間／9:00集合（受付8：00～）、
　　　スタート9:15
歴史と豊かな自然に恵まれた竜王山。秋の風を感
じながら歩いてみませんか。■内容：15㎞コース、7
㎞コース。各コース完歩後「きらら交流館まつり」に
合流。完歩賞もあります!■持参するもの：弁当、飲
み物※小雨決行■参加料：大人500円、子ども300
円■申し込み方法：本山公民館、市民館仮設事務
所、有帆公民館、高千帆公民館、高泊公民館、須恵
公民館、赤崎公民館、厚狭公民館、出合公民館、埴
生公民館窓口または電話■申し込み期間：9月2日
（月）～10月4日（金）

会場／史跡恵美須ヶ鼻造船所跡
　　　※小雨決行
　　　（雨天時は恵比須会館で
　　　実施します）
          萩市大字椿東小畑浦

萩

10月12日（土）

史跡恵美須ヶ鼻造船所跡の
発掘調査現地説明会

時間／10:00～12:00
国指定史跡であり、世界遺産の構成要素の一つで
もある史跡恵美須ヶ鼻造船所跡では、2015（平成
27）年度から発掘調査を継続的に実施し、造船所
跡の全容解明に努めてきました。今年度は丙辰丸
と申丸の造船場(ドック)の水進口と綱製作木屋等を
確認するため7月1日から発掘調査を実施してきま
した。現地説明会では発掘調査の成果を現地にお
いて説明します。■料金：無料
問い合わせ先／萩市観光政策部文化財保護課
☎0838-25-3654

会場／防府市地域交流センター
　　　【アスピラート】3階　
　　　音楽ホール
          防府市戎町1-1-28

防府

10月9日（水）

吹奏楽の夕べ2019
ブリヂストン吹奏楽団
久留米コンサート

時間／【昼公演】14:00～
　　　【夜公演】18:30～
ブリヂストン吹奏楽団久留米は、1955年に「地域
の音楽文化向上と社員の文化活動」を目的に結成
され、防府公演は今年で21回目を迎えます。今年
は、会場をアスピラートに移し、クラシックステー
ジ、ポップスオンステージの2部構成のステージで
す。華やかで感動的な演奏を、どうぞご期待くださ
い。■入場料：全席指定 700円（当日300円高）※
3歳未満のお子様は入場できません。■チケット販
売所：アスピラートのみ
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／萩城城下町周辺
          萩市呉服町

萩

10月11日（金）～13日（日）

萩・竹灯路物語

時間／18:00～21:00
萩博物館から城下町周辺にかけての総延長約
1km強の通りに、約4,000本の竹灯が立ち並びま
す。竹の中で揺れる炎で、江戸情緒あふれる歴史
の町並みがぼんやり照らし出され、趣たっぷりの夜
が楽しめます。また、「着物ウィークin萩」も同時開
催のため、着物での散策もお勧めです。

問い合わせ先／萩・竹灯路物語実行委員会（萩市観光課内）
☎0838-25-3139
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.
　php?d=900030

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

10月6日（日）

園芸相談

時間／①10:00～12:00
　　　②13:00～16:00
■料金：無料
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／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

10月6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

問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055

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

会場／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

10月5日（土）

宇部ハーモニカコンサート

時間／13:00～
参加型のハーモニカコンサート。■料金：無料■定
員：200人
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355

会場／秋吉台周辺
          美祢市秋芳町秋吉台

美祢

10月6日（日）

All Yamaguchi 
Ride Festa 2019・
MINEサイクル
フェスティバル2DAYS 
2nd stage
『 第3回JBCF
秋吉台カルストロードレース』

時間／8:45～17:00
国内最高峰の自転車ロードレース「Jプロツアー」
が今年も秋吉台にやってくる! コースになるのは山
口国体でも使われた、日本三大カルストにも数えら
れる秋吉台で、1周は29.5kmを設定。風光明媚な
環境の中を選手たちが走り抜けます。
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/event/roadrace2019/

問い合わせ先／狐の足あと
☎083-921-8818
□HP  http://www.yuda-onsen.jp/
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会場／防府市地域交流センター
　　　【アスピラート】2階 
　　　展示ホール
          防府市戎町1-1-28

防府

10月17日（木）～11月4日（月・振休）

企画展「吉村大星、
やり残したことに
気がついた。」

時間／10:00～17:00（入場は16:30まで）
色鉛筆で描いたスーパーリアルな作品を発表しつ
づける、山口県在住の画家、吉村大星（1992～）。
本展では、制作を始めたばかりの15歳の頃の作品
から、本展のための新作や、交流のある若手アー
ティストとのコラボレーション作品などを地元で初
公開。作家の「今、やってみたいこと」を詰め込ん
だ企画展です。どうぞご期待ください。■入場料：
500円■前売券販売所：アスピラート、防府市文化
振興財団事務局、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■休館日：火曜（10月
22日は開館、10月23日は休館）
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】3階　
　　　音楽ホール
          防府市戎町1-1-28

防府

10月14日（月・祝）

KAORI PARADISE 
2019

時間／開演 16:00
元“PRINCESS PRINCESS”岸谷香の2019年ひと
り弾き語りツアー。昭和、平成、そして令和と3時代を
駆け抜けてきた岸谷香の楽曲たち。プリンセスプリン
セス「M」「Diamonds〈ダイアモンド〉」ほか、岸谷香
の最新ソロ作品をピアノとアコースティックギターで
お届けします。■入場料：全席指定 6,000円（当日
500円高、財団会員300円引）※2歳以下膝上1人ま
で無料（座席が必要な場合有料）。3歳以上はチケット
が必要。■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、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　（アスピラート）
☎0835-26-5151 
□HP  http://aspirante-hofu.com/

会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

10月13日（日）

花神子社参式

時間／14:00～
その年の御神幸祭に奉仕する大、小行司が、無事
奉仕出来るために、一夜づくりの御酒を未婚の童
女に奉献させる社参式です。童女（花神子）は、色
彩あでやかに着飾り、古代行列は絢爛そのもので
す。毎年10月の第2日曜日に、JR防府駅てんじん
ぐちのアスピラート前から防府天満宮までの通りで
行われます。■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／湯田温泉井上公園とその周辺
          山口市湯田温泉2-5

山口

10月13日（日）

第7回湯田温泉酒まつり

時間／11:00～17:00
山口県の地酒が湯田温泉に大集結。ぐい飲みチ
ケット（おちょこ付き）を購入し、試飲しながら会場
内の酒蔵を巡ります。■参加費：ぐいのみチケット
（おちょこつき）前売り1,500円（当日2,000円）■
応募用件：20歳以上■チケット販売所：狐の足あと、
山口情報芸術センター、県庁売店、参加店舗（酒
蔵）、イープラス
問い合わせ先／湯田温泉酒祭り実行委員会
☎050-5309-3503
□HP  https://www.facebook.com
　/yudasakematsuri

会場／デザインプラザHOFU
          防府市八王子2-8-9

防府

10月13日（日）

ここまでわかった
周防国府と
佐波郡の役所

時間／13:30～16:20
東京大学名誉教授佐藤信氏を講師に迎え、防府市
内の周防国府跡、下右田遺跡の発掘調査成果から
古代の防府の実像に迫ります。■料金：無料
問い合わせ先／防府市教育委員会文化財課
☎0835-25-2532
　bunka@city.hofu.yamaguchi.jp

山陽
小野田

会場／きらら交流館
          山陽小野田市焼野海岸

10月13日（日）

第11回
きらら交流館まつり

時間／10:00～15:30
■内容：イベントステージ、飲食コーナー、体験体験
コーナー、もちまき、抽選会など■入場料：無料
問い合わせ先／きらら交流館
☎0836-88-0200
□HP  http://www.kirara-k.jp/

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

萩

10月13日（日）

第24回萩・魚まつり

時間／9:30～15:00
山口県北部地区最大規模のお魚イベント。地元萩
市民はもちろん、萩沖日本海のお魚が格安とあっ
て、県外からのお客様も大勢お越しになります。萩
の地魚やブランド魚の無料試食、漁師のおかみさ
ん手作りの「ふぐ鍋」や「さざえめし」などの販売、
萩海上保安署巡視艇「はぎなみ」一般公開、もちま
きなどイベント盛りだくさん。雨天決行。■入場料：
無料
問い合わせ先／萩市水産課
☎0838-25-4195

問い合わせ先／本山公民館
☎0836-88-2001
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会場／世界遺産大板山たたら
　　　製鉄遺跡たたら館
          萩市大字紫福
          字大板257-1外

萩

10月20日（日）

第5回
秋のたたらまつり

時間／10:00～15:00
世界遺産大板山たたら製鉄遺跡周辺で行う祭りで
す。「チャレンジ! 子供達によるたたら製鉄（ミニた
たら操業）」をメーン行事として、ペーパーナイフ
づくり、たたら太鼓演奏、もちまきなどを開催しま
す。また、萩市世界遺産PR商品に認定された「大
板山丙辰丸まんじゅう」の販売も行います。

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

10月20日（日）

柿酢と
干し柿づくり体験

時間／9:45～15:00
柿は人類最古の栄養食、健康増進で注目の柿酢で
す。■料金：大人3,000円（昼食代、飲み物代含む）
■定員：20人（最少催行人員：10人）■申し込み方
法：電話またはFAX■申し込み期限：10月19日（土）
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/jitabi/20191020/

会場／三田尻塩田記念産業公園
          防府市大字浜方381-3

防府

10月20日（日）

塩田まつり

時間／9:00～14:00
今年で28回目を迎える「塩田まつり」では、当日、
園を無料開放しており、 塩浜作業体験や「塩浜太
鼓演奏」、もち・菓子まきなど様々な催しが行われま
す。■観覧料：無料

問い合わせ先／三田尻塩田記念産業公園
☎0835-25-3510 

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

10月19日（土）

第4回
「ぼうしの詩人賞」
表彰式・入選作品朗読会

時間／18:00～18:45
山口市内の小学生・中学生のための詩のコンクー
ル「ぼうしの詩人賞」。入選作品の朗読会と最優秀
賞には「詩人のぼうし」が贈られます。
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

10月19日（土）

大人のための
心理学講座：
自分も他者も
大切にする人間関係

時間／13:00～16:00
心の健康やより良い人間関係を築くためには、まず
自分自身を大切にし、その上で他者のことも認める
ことが大切になります。この講座では心理学、特に
臨床心理学の視点から、自分や他者を大切にする
ことについて講義と簡単なワークを通して学びま
す。ワークは自分自身を振り返るものや、他の参加
者の方と共に行うものもあります。体験を通して、
しっかり学びましょう。（他の受講者との簡単なワー
クも行っていただきます）■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：10月4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　FAX083-9335029
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

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

防府

10月19日（土）～
12月1日（日）

特別展
「もぐもぐ探検隊!
～“くち”から“おしり”
まで～」

時間／9:30～17:00（入館は16:30まで）
食べたご飯は体の中で、どのように旅してどのよう
に栄養が吸収されるのかな? 食べ物になった気分
で、胃や小腸などの消化管を模したダンボール製
の展示物で体験しながら消化のしくみを学びましょ
う! ■入館料：高校生以上510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（祝日の場合
は翌平日）
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／ルルサス防府2階
　　　多目的ホール・
　　　わっしょい広場
          防府市栄町1-5-1

防府

10月19日（土）

第29回
防府図書館まつり

時間／9:45～15:30
愛情防府フリーマーケットと同日開催している防府
図書館最大のイベントです。わっしょい広場では、
移動図書館車「わっしょい文庫」による図書貸出
サービスや読書相談・小展示、生涯学習サークル・
社会福祉団体等のバザー、手作り工作等、ご家族
皆様で楽しめるイベントが目白押し。多目的ホール
では、例年大盛況の古本リサイクル市を開催しま
す。防府図書館で活動中のサークルの紹介展示も
行います。
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団（防府図書館）
☎0835-22-0780　FAX0835-22-9916
□HP  http://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

会場／防府市中心市街地、
　　　商店街ほか

防府

10月19日（土）

愛情防府
フリーマーケット

時間／9:30～15:30
防府市内中心市街地を会場に、企業、商業者等が
中心となって開催する、西日本最大級の規模を誇
るフリーマーケットです。
問い合わせ先／愛情防府フリーマーケット実行委員会
☎0835-22-4930
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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：１人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／秋吉台
          美祢市秋芳町秋吉台

美祢

10月26日（土）

秋吉台地獄台の
秋の植物観察会②

会場／防府市地域交流センター
　　　【アスピラート】3階
　　　音楽ホール
          防府市戎町1-1-28

防府

10月22日（火・祝）

防府吹奏楽団
第18回定期演奏会

時間／開演 17:00
今年で18回を迎える定期演奏会。今回はアスピラート
にて開催します! コンクール課題曲からお馴染みのあの
曲まで幅広いジャンルをお届けします。毎年工夫を凝ら
した楽しい演出と防府吹奏楽団サウンドをお楽しみくだ
さい。■入場料：全席自由800円（当日同額）※未就学
児膝上鑑賞無料。ただし、別途席が必要の場合は有料
■前売券販売所：アスピラート、防府吹奏楽団団員
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／JR厚狭駅新幹線口集合
          山陽小野田市大字厚狭8-3

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：1人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/

時間／14:00～20:00（雨天決行）
10月1日（火）～31日（木）に開催する「スマイルハ
ロウィンさんようおのだ2019」のメインイベントと
して、プロジェクションマッピングショーやスーパー
カーの展示、特産品マルシェ等のPRイベントを開
催！ 仮装パレードやコンテストもあるよ♪ 10月は
「さんハロ」へGO! ■仮装パレード/受付14:00～、
開始予定15:45～。1人でも参加可。小学生以下は
保護者同伴。当日受付。参加料無料。■コンテスト/
受付14:00～、開始予定16:30。部門：①ジュニアの
部：小学生以下、②ユースの部：中学生以上の生徒・
学生で30歳未満、③ファミリーの部：家族単位（血縁
関係等の厳密な定義なし）、④企業・一般の部：①～
③以外。※重複エントリーはできません。2人以上の
グループ参加。パレードへの参加も必須。パレード終
了後、特設ステージ裏に集合。表彰：部門毎の最優
秀賞およびシティセールス賞、総合グランプリにガ
ラス製特製プレートをプレゼント※詳しくは公式HP
をご覧ください。■観覧料・参加料：無料■定員：コン
テスト40組（応募多数の場合は抽選）■申し込み方
法：コンテストは公式HPから申し込み。抽選結果を
お知らせするため、メールアドレス必須。■申し込み
期限：コンテスト9月30日（月）（必着）
問い合わせ先／スタジオ・スマイル事務局
（山陽小野田市シティセールス課内
☎0836-82-1241
□HP  https://www.sanhallo.net

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

10月20日（日）

中也に捧げる夕べ

時間／18:30～19:30
中原中也の命日・10月22日にあわせて、朗読とギ
ターの饗宴をお楽しみください。■定員：先着30人
■申し込み方法：電話・FAX・予約フォームのいずれ
か■申し込み開始日：9月20日（金）
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

10月22日（火・祝）

中也忌・無料開館

時間／9:00～18：00（入館は17:30まで）
中原中也の命日・10月22日にあわせて、無料開館。
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／おのだサンパーク
          山陽小野田市中川6-4-1

10月20日（日）

スマイルハロウィン
さんようおのだ2019
「スマイルハロウィン・
パーティー」

山陽
小野田

問い合わせ先／福栄文化遺産活用保存会事務局
（萩市紫福支所内）
☎0838-53-0211
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会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

美祢

11月7日（木）

産業観光バスツアー
「食・美祢　
美東ごぼうの収穫体験と
異色事業への挑戦・
菌床しいたけ栽培」

時間／8:50～16:40
■ルート：カルストロード【秋吉台を車窓から見学】
⇒農業生産法人 美緑⇒［昼食］ほっとビレッジ美東
⇒道の駅みとう⇒真名ファーム。美祢市赤郷地区
はカルスト台地特有のドリーネ（窪地）が大きく広
がった「ポリエ」にある集落です。その赤郷ポリエ
で育った希少な「美東ごぼう」の収穫体験。お昼は
「美東ごぼう」など秋吉台の恵みを食します。電気・
電子メーカーである㈱美東電子では秋吉台水系の
良質な水を利用した菌床しいたけ・きくらげの生産
など新規事業に取り組む「真名ファーム」を見学し
ます。■料金：1人9,400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/

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

11月12日（火）

産業観光バスツアー
【健脚コース】
「宇部の匠　
船木宿散策と匠の技」

時間／9:00～17:10
■ルート：㈱宇部スチール⇒[昼食]楠こもれびの郷
⇒赤間硯の里見学⇒たましげ琴製作所⇒旧船木宿
街並み散策。宇部市には、ひたむきに伝統的工芸品
などの生産に取り組む職人がいます。また、現代の
企業の中にも、その仕事を極めた職人気質を持った
社員がいます。そんな匠の技を間近に感じてみませ
んか。併せて、現在も宿場町「船木」の面影を残す
街並みを散策し、古の宇部の姿を垣間見ます。■料
金：1人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/

会場／三田尻港（潮彩市場防府側）
          防府市新築地町2-3

防府

10月27日（日）

第8回
ふるさと想い出花火

時間／18:00～20:00
18:00にステージイベントが始まり、19:00から花
火が打ちあがる予定です。今年も約300mの大輪
「尺玉」の打ち上げを予定しており、大迫力な花火
を楽しむことできます。打ち上げのカウントダウン
も好評で、毎年盛大に盛り上がります。※駐車場の
台数に限りがあるのでご注意ください。
問い合わせ先／ふるさと想い出花火実行委員会
☎090-6417-5770

会場／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：1人7,500円（入館料含む）■
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／長登銅山文化交流館
☎・FAX08396-2-0055
　naganobo@cable.ne.jp
□HP  https://www.c-able.ne.jp/~naganobo/

会場／宇部市万倉ふれあいセンター
　　　集合・解散
          宇部市大字西万倉1672

宇部

10月27日（日）

日本文化体験
「国指定の伝統的工芸品　
赤間硯の製作体験と
小野のお茶飲み比べ」

時間／10:00～15:00
■行程：赤間硯製作（削り）→昼食（お茶飲み比べ）
→赤間硯製作（削り・磨き）→入浴・買物　※製作し
た硯は後日、漆による仕上げ等を行い完成品を参

問い合わせ先／（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050

会場／史跡長登銅山跡
　　　長登銅山文化交流館
          美祢市美東町長登610

美祢

10月27日（日）

銅山まつり

時間／9:00～15:00
銅山まつりは、史跡長登銅山跡でおこなわれる古
代を体感できるお祭りです。長登銅山跡は、奈良時
代以来の銅山遺跡であり、奈良・東大寺の大仏様に
も銅を供給していた事が発掘調査等によって明ら
かにされた遺跡です。日本唯一の試みとして、古代
の銅製錬炉を復元し、実際に古代と同じ方法で銅
の製錬をおこなう実験を今年も実施します。また、
大仏様の製造方法を簡単に体感できる錫メダル鋳
造体験をはじめとして、さまざまなイベントやもの
作り体験も実施しています。古代ロマンあふれる実
験と史跡を活用した体験をあなたに! ぜひ、銅山ま
つりへの参加をお待ちしています。■料金：無料（体
験等は別途必要）

時間／9:30～14:00
1カ月後の草原やそれぞれの花がどう変わったで
しょうか? ■料金：大人2,000円、小人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：
10月18日（金）
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/jitabi/20191026/

加者にお送りします。■料金：5,000円（昼食・入浴
付き）■定員：15人■申し込み方法：電話■申し込
み開始日：9月4日（水）10:00
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会場／JR厚狭駅新幹線口集合ほか
          山陽小野田市大字厚狭8-3

宇部

11月26日（火）

産業観光バスツアー
「食・宇部　宇部の美食と
世界一の企業」

時間／8:20～18:00
■ルート：㈱ヤナギヤ⇒宇部蒲鉾見学⇒[昼食]持世
寺温泉上の湯⇒豆腐工房⇒小野藤河内茶園⇒永
山本家酒造場⇒いのくま。宇部市には、全国的に有
名な蒲鉾メーカーと、それを支え、カニカマの製造
装置では、なんと世界シェアの70％を占める食品
機械の設計・開発・製造・販売会社があります。また、
こだわりの日本酒で、全国に熱心なファンを持つ造
り酒屋があります。さらに西日本一の規模を誇る30
万坪の広大な茶畑があり、高台から一望できます。
■料金：1人8,700円■定員：23人（最少催行人数
15人）■申し込み方法：HP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

11月29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⇒[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：1人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：H P 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　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

山陽
小野田

会場／JR厚狭駅新幹線口
          山陽小野田市大字厚狭8-3

11月20日（水）

産業観光バスツアー
【人気コース】
「公営競技とともに歩むまち　
山陽オートバックヤードと
山陽地区の産業を学ぶ
【平日】」

時間／10:00～16:30
■ルート：朝陽カントリー倶楽部⇒㈱花の海⇒[昼
食]帆万里⇒山陽オートレース場⇒バックヤード 
ロッカー見学⇒走路内観戦⇒トロアメゾン。公営競
技とともに歩む山陽地区の産業を探訪します。ゴル
フ場ではカートの乗車や大型芝刈り機の見学、山
陽オートレース場ではバックヤードを現役選手の案
内で見学し、普段は立ち入ることが出来ない場所
から迫力あるレースを観戦します。■料金：1人
6,400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／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

美祢

11月22日（金）

産業観光バスツアー
「石のまち美祢　
【特別見学】採石場の
発破見学」

時間／9:00～16:00
■ルート：石田採石⇒［昼食］ぽんぽこの里⇒美祢
市化石館。美祢は石灰岩や石炭、銅の採掘で栄え
ましたが、他にも様々な石たちが採掘されていま
す。その中でも普段は公開していない砂利砕石場
での発破を、今回特別に見学できることになりまし
た! さらに、身近な場所からあの絶景ポイントなどな
ど、様々な場所に利用されている美祢の“石”たちの
行方もご紹介します。■料金：1人7,500円（入館料
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/

会場／山陽小野田市役所ほか
          山陽小野田市日の出1-1-1

11月13日（水）

産業観光バスツアー
【健脚コース】
「窯のまち小野田　
知られざる
『窯のまち小野田』」

時間／9:00～16:40
■ルート：旦の登り窯・瓶垣⇒松井製陶所⇒［昼食］敦煌⇒
日産化学㈱小野田工場⇒三つ舎（みつや）⇒きららガラス
未来館。かつて全国の陶瓶製造数量の７割を占め、製陶
のまちとして栄えた歴史が残る“小野田”。その繁栄を今に
伝え、市内に唯一残る登り窯と現在一社だけが操業を続
ける製陶所を訪ねるとともに、日本化学遺産に認定され
た塩酸吸収塔を見学し、“窯のまち小野田”の歴史を探りま
す。また窯業のひとつであるガラス文化にも触れていた
だきます。■料金：1人7,300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厚狭駅新幹線口ほか
          山陽小野田市大字厚狭8-3

11月19日（火）

産業観光バスツアー
【健脚+体験コース】
「笠井順八と小野田セメント
近代化産業遺産と
リサイクルのまち
『山陽小野田』」

時間／8:30～17:40
■ルート：宇部興産沖の山貯炭場（コールセンター）【車
窓】⇒宇部興産大橋⇒太平洋マテリアル㈱小野田工場
（徳利窯）⇒セメント山手倶楽部⇒［昼食］セントラルホテ
ル⇒若山公園・住吉神社⇒共英製鋼㈱⇒㈲つねまつ菓
子舗（伝助）。明治初期にセメントの優れた耐火性と将来
性に着目し、日本初の民間セメント会社を設立した笠井
順八翁。先見の明を持ち、山陽小野田市発展の礎となっ
た彼の足跡を辿ります。また、鉄鋼事業を中核とした工場
を見学し循環型社会への取り組みもご覧いただけます。
■料金：1人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

山陽
小野田


