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なな し まち

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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11月4日（月・振休）
まで
防府

企画展
「吉村大星、
やり残したことに
気がついた。」

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

定事務局まで送付。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）
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
□

11月24日（日）
まで
山口

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※中学生以下無料※障害者手帳をご持参
の方ならびに、その介護者1人は無料。※特別支援
学校に在学中の方は無料（要証明）※財団会員ご
招待（1個人会員につき1枚・法人会員は2枚、1回
のみ。要会員証）※未就学児の入場は保護者ご同
伴ください。■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/
□

開館25周年記念展
「ムットーニからくり
文学館」

防府

山口市湯田温泉1-11-21
時間／9:00〜17:00
「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
330円、学生220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/
□

特別展「もぐもぐ探検隊!
〜“くち”から
“おしり”まで〜」

会場／防府市青少年科学館
（ソラール）
防府市寿町6-41
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（11月4日
（月・振休）は開館、翌5日（火）休館）
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
□

第1回萩検定

12月8日（日）
まで

会場／初級：自宅等
中級：萩市総合福祉センター

防府

萩市江向510
時間／初級：11月22日（金）まで随時
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の専用申込フォームまたは申
込用紙（HPからダウンロード可）を郵送、FAXで検

12月1日（日）
まで

会場／中原中也記念館

11月22日（金）
まで、
12月15日（日）
萩

問い合わせ先／重源の郷
☎0835-52-1250
HP http://www.chogen.co.jp/index.html
□

毛利博物館
特別展「国宝」

会場／毛利博物館
防府市多々良1-15-1
時間／9:00〜17:00(入館は16:30まで）

12月1日（日）
まで
山口

重源の郷
紅葉びより

雪舟筆「四季山水図」、
「古今和歌集（高野切本）」
をはじめとする国宝や重要文化財など、美術的にも
歴史的にも高く評価されている毛利家伝来の優品
を一堂に展示します。■料金：入館料：大人1,000
円 、小 中 学 生 5 0 0 円 。博 物 館・庭 園 共 通：大 人
1,200円、小中学生600円※団体料金（20人以
上）はそれぞれの料金の10％引き
問い合わせ先／毛利博物館
☎0835-22-0001
HP http://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/
□

会場／重源の郷
山口市徳地深谷1137
時間／9:30〜16:30
重源の郷の紅葉が見ごろのこの季節。土日祝は人
気のちょうげん汁や焼き芋の販売を行います。■料
金：高校生以上520円・小中学生310円■休館日：
水曜（祝日の場合はその翌日）
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12月8日（日）
まで

特別展〜大内氏遺跡
指定60周年記念事業
「大内氏のトビラ
―山口をつくった西国大名―」

山口

会場／山口市歴史民俗資料館
山口市春日町5-1

時間／9:00〜17:00
本展で展示されている「繪本 仮名手本忠臣蔵」
は、歌舞伎の演目としても有名な赤穂浪士の仇討
の物語「仮名手本忠臣蔵」をもとに描かれました。
随所にあしらわれた金箔や、装飾性あふれる巧み
な画面構成が魅力的な大作です。安野さんが織り
なす華やかな忠臣蔵の世界をお楽しみください。■
料金：一般800円、中高生400円、小学生250円■
休館日：木曜（祝日を除く）

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/
□

12月27日（金）
まで
山口

寺内正毅展
〜少年隊士から宰相への道〜

会場／十朋亭維新館
時間／9:00〜17:00

防府

企画展
「周防三羽烏
〜山頭火と
白船・碧松〜」

会場／山頭火ふるさと館

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■チケット販売所：十朋亭維新
館■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/
□

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/
□

12月11日（水）
まで

第3期展 安野光雅の
絵本をたのしむ
−「古典」から
「すうがく」の絵本Ⅲ−

津和野

会場／安野光雅美術館
島根県鹿足郡津和野町後田イ60-1

山口市中園町7-7
時間／10:00〜19:00
アーティスト集団contact GonzoとYCAMバイ
オ・リサーチによる新作インスタレーションを発表
する展覧会です。本展では「身体はどこから来て、
どこへ行くのか」という問いを出発点に、YCAMが
近年取り組んでいるバイオテクノロジーの知見を
生かし、DNAなどによる遺伝的継承と、物語や伝
承などによる文化的継承といったアプローチから、
新作インスタレーション作品を制作・発表します。■
料金：無料■休館日：火曜（祝日の場合はその翌
日）、年末年始
問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222
HP https://www.ycam.jp/events/2019/
□
wow-see-you-in-the-next-life/

2020年3月23日（月）まで
宇部

防府市宮市町5-13
時間／10:00〜18:00
11月23日（土・祝）は20：00まで開館
※展示室は通常どおり18：00まで

contact Gonzo＋
YCAMバイオ・リサーチ
wow, see you
in the next life.
／過去と未来、不確かな
情報についての考察

会場／山口情報芸術センター［YCAM］

山口市下竪小路112

12月8日（日）
まで

山口

問い合わせ先／安野光雅美術館
☎0856-72-415
HP http://www.town.tsuwano.lg.jp/anbi/anbi.html
□

時間／9:00〜17:00（入館は16:30まで）
大内氏遺跡指定60周年を記念して、室町時代に活
躍した西国屈指の大大名大内氏ゆかりの品々を展
示して紹介します。■入館料：一般110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）

2020年1月19日（日）まで

石炭記念館ミニ企画展

会場／石炭記念館

12月31日（火）
まで
萩

HAGI TRAVEL
PASS（H・T・P）

会場／萩市内各所
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、お得に萩のまち
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／萩市観光協会
☎0838-25-1750

宇部市大字沖宇部 ときわ公園内
時間／9:30〜17:00
■石炭記念館開館50周年記念展「石炭記念館
50年の歩み」■料金：無料■休館日：火曜
問い合わせ先／石炭記念館
☎0836-31-5281

11月1日（金）〜12月15日（日）
山陽
小野田

企画展「発掘された
山口巡回展」

会場／山陽小野田歴史民俗資料館
山陽小野田市栄町9-21
時間／9:00〜17:00
山口県埋蔵文化財センターが所蔵・保管する県内
で発掘された出土品や写真を展示・公開し、郷土の
埋蔵文化財に対する理解と関心を深めていただく
ことを目的とした企画展です。旧石器時代から江戸
時代にわたる貴重な出土品を通して、あらためてふ
るさとの歴史・文化財について考えてみませんか。
■内容：展示資料305点、遺跡数74遺跡■入館料：
無料■休館日：月曜、祝日、11月5日（火）
02
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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/rekimin
□

時間／日暮れ〜22:00
紅葉の名所堀庭園にて、特別拝観と夜間ライトアッ
プを開催します。静寂の夜のとばりに浮かび上がる
幻想的な時間をお楽しみください。11月1日（金）
〜
3日（日・祝）は18:00〜21:00まで入園可、11月4
日（月・振休）
〜24日（日）はライトアップ時の入園は
できませんが、日暮れ〜22:00まで外からのライト
アップをお楽しみいただけます。■料金：大人500
円、中高生300円、小学生200円■休館日：月曜

時間／ 2日（土）、24日（日）9:00〜、
10日（日）、23日（土・祝）13:30〜
オリジナルのガラス年賀スタンプをつくりませんか?
作品は持ち帰れます。■料金：2,450円（材料費・税
込）■定員：各回先着25人■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 https://www.onodaglass.jp
□

問い合わせ先／堀庭園
☎0856-72-0010

11月2日（土）
防府

第15回 国分寺まつり
薬師大法要

会場／周防国分寺
防府市国分寺町2-67
時間／10:00〜15:00

11月1日（金）〜4日（月・振休）
防府

開設70周年記念競輪
周防国府杯争奪戦

会場／防府競輪場
防府市国分寺町8-2
時間／10:00〜16:30
人気お笑い芸人
の「コロコロチキ
チキペッパ ー
ズ 」、
「 東 京ダイ
ナマイト」、
「U字
工 事 」が 防 府 競
輪 場 に やってく
る! 他にも「パン
フェス」等、競輪
未 経 験 の 人 でも
楽しめるイベント
を 多 数 開 催しま
すので、ぜひこの
機会に防府競輪
場へお越しくださ
い ! ※イベント
内容等の詳細は
防府競輪公式
HPをご覧くださ
い。■入場料：50
円（15歳未満無
料）
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11月2日（土）
〜10日（日）
山口

着物deおさんぽ

会場／山口市大殿地区

問い合わせ先／周防国分寺
☎0835-22-0996
HP https://visit-hofu.jp
□

着物を着て大殿地区をまち歩きすると、
ドリンク
サービスや料金割引などの様々な特典が受けられ
ます。
【特典一例】山口市菜香亭…期間中限定で着
物体験料割引、十朋亭維新館…着物で入館の方に
しおりプレゼント、県立美術館…各日先着20人に
チケットホルダープレゼント
問い合わせ先／大路ロビー
☎083-920-9220
HP http://www.ojilobby.sblo.jp/
□

©YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.

11月2日（土）
山陽
小野田

山陽小野田市くし山1-4-3
時間／10:00〜15:00

11月2日（土）、10日（日）、
11月1日（金）
〜24日（日） 23日（土・祝）、24日（日）

旧堀氏庭園
ライトアップ

会場／旧堀氏庭園
島根県鹿足郡津和野町邑輝795

ベビスマフェスタ

会場／子育て総合支援センター
スマイルキッズ

「真券! 競輪魂」特別企画

問い合わせ先／防府市産業振興部競輪局
☎0835-22-1212
HP https://www.hofukeirin.jp/
□

津和野

奈良時代から、地域の皆様の健康と幸せを祈願して
きた、周防国分寺で行われるおまつりです。圧巻の
柴燈護摩（火渡り）が行われるほか、境内では、防府
商工会議所青年部による飲食ブースのほか、子ども
向けゲーム、スタンプラリーなどが行われます。

山陽
小野田

第7回郵便局×
きららガラス未来館
コラボ企画2019

会場／山陽小野田市焼野海岸

「ベビスマフェスタ」は、山陽小野田市在住の子育
て世代のママたちがプロジェクトチームを結成し、
企画したイベントです。未就学児とその家族を対象
に開催します。玄関で風船100個配布! ■10:00〜
15:00育児相談など■開催セレモニー（10:45〜
11:00）、小野田高等学校水道学部によるミニ演奏
会（11:00〜11:15）■おかし&さかな釣り・的あて
ゲーム（11:00〜11:15、おかし釣りは先着200
個 ）■ 巨 大 ボ ー ル プ ー ル・お 絵 か きコ ー ナ ー
（ 1 1 : 0 0〜1 5 : 0 0 ）■ごろんアート（ 1 1 : 3 0〜
1 5 : 0 0 ）■ 簡 単スノードー ム づくり（ 1 1 : 0 0〜
15:00、先着70個）■缶バッジづくり（11:00〜
15:00、先着100個）
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問い合わせ先／子育て総合支援センター
☎0836-82-2525
HP https://www.city,sanyo-onoda.lg.jp/
□
soshiki/20/baby-smile-festa20191102.html

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330円、学生220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/
□

11月2日（土）〜4日（月・振休）
山口

山口文化協会
創立50周年記念事業
山口市民文化祭

11月2日（土）、3日（日・祝）、9日（土）
山口

会場／山口市民会館
山口市中央2-5-1
時間／2日（土）、4日（月・振休）10:30〜16:00
3日（日・祝）10:30〜17:15
山口文化協会は本年、創立50周年を迎えることか
ら、
「BASARA（バサラ）」をテーマとした記念事業
を開催します。創立当初から取り組んでいる創作公
演などのステージやコラボレーションによる展示な
ど、山口文化協会所属のさまざまな文化団体が日
頃の活動の成果を発表します。■入場料：1,000円
（ステージ第2部のみ）
問い合わせ先／山口文化協会事務局（山口市文化交流課内）
☎083-934-2717

未来の山口の授業
at YCAM
「森のDNA図鑑」

会場／山口情報芸術センター
[YCAM]
山口市中園町7-7
時間／13:00〜16:00
DNA解析技術を使って、オリジナルの植物図鑑を
つくるワークショップです。YCAMがこれまでに開
発した教育プログラムを紹介するイベントシリーズ
「未来の山口の授業 at YCAM」の一環として開催
します。■料金：無料■定員：先着10人■申し込み
方法：HPの申し込みフォーム■応募要件：小学4年
生以上■休館日：火曜（祝日の場合はその翌日）

ちとのつながりを、現代の子どもたちがタイムトリッ
プして体験する内容です。展示部門も含めた各団
体が、それぞれの特長を生かして、ジャンルを越え
てつながっていく、山口文化協会ならではの公演で
す。■入場料：2,000円■チケット販売所：山口市民
会館、山口情報芸術センターほか
問い合わせ先／山口文化協会事務局
（山口市文化交流課内）
☎083-934-2717

11月2日（土）、9日（土）、16日（土）、
23日（土・祝）、30日（土）
山口

山口紙芝居の会定期上演

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
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

問い合わせ先／山口情報芸術センター[YCAM]
☎083-901-2222
HP https://www.ycam.jp/events/2019/
□
how-to-make-the-ﬁeld-guide-dna-of-forests/

11月2日（土）
山口

11月2日（土）〜4日（月・振休）
山口

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

会場／中原中也記念館
山口市湯田温泉1-11-21

山口文化協会
創立50周年記念事業
創作公演
「BASARA〜未来へ…」

会場／山口市民会館
山口市中央2-5-1
時間／14:30〜16:10
山口文化協会は本年、創立50周年を迎えることか
ら、
「BASARA（バサラ）」をテーマとした創作公演
を上演します。大内氏がどのようにして栄え、京都
で覇権を握ったのか、その資金の基となった海賊た

11月2日（土）、3日（日・祝）
宇部

宇部まつり

会場／宇部市役所周辺
宇部市常盤町1-7-1

渡辺翁記念会館前
宇部市朝日町8-1
■前夜祭11月2日（土）17:00〜21:00 渡辺翁
記念会館前：よしもとお笑いライブin宇部まつり、
ワールドキッチン〜世界の食の祭典〜など■本祭3
日（日・祝）10:30〜19:00◎渡辺翁記念会館前：ス
テージイベント、ワールドキッチン〜世界の食の祭
典〜など◎市役所周辺：パレード、お国自慢物産展、
フリーマーケット、キッズ広場など
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問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8529
HP http://ubematsuri.jp/
□

11月3日（日・祝）
山口

とくぢ図書館まつり

会場／山口市立徳地図書館

11月3日（日・祝）
山口

小郡図書館まつり

会場／山口市立小郡図書館
山口市小郡下郷609-1

山口市徳地堀1527-3
時間／9:00〜16:00

時間／10:00〜17:00

ブックリサイクル、お楽しみ抽選会、おはなし会、本
から生まれた作品展、クイズ等のイベントを開催し
ます。■料金：無料

ブックリサイクル、図書館の本から生まれた作品
集、おはなし会スペシャル、万華鏡作り等のイベン
トを開催します。■料金：無料

問い合わせ先／山口市立徳地図書館
☎0835-52-0043
HP http://www.lib-yama.jp
□

問い合わせ先／山口市立小郡図書館
☎083-973-0098
HP http://www.lib-yama.jp
□

11月3日（日・祝）

11月3日（日・祝）

11月3日（日・祝）
山口

長門峡もみじ祭

会場／長門峡
時間／9:00〜15:00
秋の長門峡の恒例イベントです。ステージイベン
ト、鮎のつかみ取り、特産品販売、もちまきなどが行
われます。

防府

第37回農業大学校
“農大祭”

会場／道の駅「潮彩市場防府」

問い合わせ先／長門峡もみじ祭実行委員会事務局
☎083-955-0011

防府市新築地町2-3
時間／9:30〜14:30

11月3日（日・祝）
山口

きらら館まつり

学修展示、農畜産物の販売、旨いものコーナー、子
牛とのふれあい、かぼちゃのランタンづくり、もちま
きなど※今年は、開催場所を道の駅「潮彩市場防
府」に変更して行います。
問い合わせ先／山口県立農業大学校
☎0835-38-0510

山口

HOLA! やまぐち
スペインフィエスタ

会場／山口市中心商店街
時間／10:30〜18:00
スペイン・ナバラ州生まれのフランシスコ・サビエル
が布教活動を行った歴史的背景から、山口市の姉
妹都市である「パンプローナ市＝スペイン」をキー
ワードに開催するイベントです。スペインのグルメ
や文化を、中心商店街で体感できます。
問い合わせ先／山口市商店街連合会
☎083-902-0892
HP http://www.yamaguchi-machinaka.com/
□

会場／山口市立阿知須図書館
山口市阿知須2737-1
時間／9:00〜15:00
バルーンアートワークショップ、おはなしキラキラ
のおはなし会、本のリレー市、上映会等のイベント
を開催します。■料金：無料
問い合わせ先／山口市立阿知須図書館
☎0836-66-0001
HP http://www.lib-yama.jp
□

11月3日（日・祝）
萩

第39回
福栄ふるさとまつり

会場／道の駅「ハピネスふくえ」
萩市大字福井下4014-2
時間／9:30〜15:00

11月3日（日・祝）
山口

おいでマルシェ

会場／山口市中央公園
山口市中園町7
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

今年もお楽しみがいっぱいの福栄ふるさとまつりを
開催します。■クレヨンしんちゃんバラエティー
ショー■アジアツインズ光と風Hi-Fu LIVE ■長
萩和牛ハンバーグなどが当る大福引大会■生涯学
習発表会■地元園児・児童・生徒によるオープニン
グステージ■料金：無料
問い合わせ先／福栄ふるさとまつり実行委員会
（萩市福栄総合事務所内）
☎0838-52-0121

11月4日（月・振休）
宇部

ぶちのりパスポート

会場／ときわ遊園地
宇部市則貞3-4-1
時間／9:30〜17:00
（パスポートの販売は16:00まで）
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）■料金：1,000円
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055
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11月4日（月・振休）
山口

山口街中映画祭

会場／山口市中心商店街
時間／9:30〜18:30
「映画館のない街の映画祭」をテーマに、
「この世
界の片隅に」、
「若おかみは小学生!」、
「ぼけますか
ら、よろしくお願いします。」の3本の映画を、中心
商店街の2カ所を映画館として、2〜3回上映しま
す。入場無料で、更に会場でお渡しする映画の半
券により、商店街でお得なサービスを受けることが
できます。■料金：無料
問い合わせ先／街づくり山口
☎083-902-0892
HP http://www.yamaguchi-machinaka.com/
□

時間／10:00〜15:00
佐波川の活用や新たな利用者層の開拓のため、萩
往還の一部であった舟橋の歴史を再認識するとと
もに、魚やホタルが生息する親水性、自然環境や増
水等による災害発生時の危険性など、佐波川の歴
史や水辺の遊びについて、楽しみながら学べます。
■鯉のぼりの川流し■靴飛ばし大会、作って遊ぼう
（竹馬・凧・竹とんぼ）、魚のつかみどり、ストラックア
ウトなど■河川敷ミュージック：乾家、原田侑子のラ
イブ■佐波川に関するパネル展示、舟橋（昔の橋）
の再現!? ■河川敷BBQグルメ：窯焼きピザ、焼き
鳥、飲み物等の販売■料金：各イベントで異なる
問い合わせ先／遊々かわフェスタ実行委員会事務局
(防府市河川港湾課)
☎0835-25-2180

時間／9:00〜17:00
ときわミュージアム周辺と世界を旅する植物館の
「植物」をテーマに募集した写真を展示します。■
休館日：火曜
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

11月7日（木）
美祢

令和元年度
美祢市民大学講座

会場／美祢市民会館大ホール
美祢市大嶺町東分326-1
時間／19:00〜20:30

11月4日（月・振休）
萩

奇兵隊パレード

元日本代表女子バレーボール選手の大山加奈氏を
講師にお迎えし開催します。大山氏は、小学校2年
生からバレーボールを始め、小中高全ての年代で
全国制覇を経験。その後2001年全日本代表入り、
2 0 0 4 年にはアテネオリンピックに出 場され 、
2010年に現役を引退されました。講座のテーマは
「繋ぐ〜バレーボールが教えてくれたこと〜」です。
来年の東京オリンピックを前に元全日本代表選手
のお話が聞けるおすすめの講座です。■受講料：
500円（高校生以下無料）■受講券販売所：美祢市
役所、美祢市民会館、市内各公民館、その他市内
各公共施設
問い合わせ先／美祢市生涯学習スポーツ推進課
☎0837-52-5261

会場／萩城城下町周辺
萩市堀内
時間／10:30〜12:00

11月4日（月・振休）
山陽
小野田

第7回
山陽小野田市民
カーニバル

会場／山陽小野田市サッカー場

観光客の皆さまへの“おもてなし”の一環として、明
治維新の原動力であった奇兵隊のパレードを、萩城
城下町（江戸屋横町、菊屋横町）で開催します。城
下町を練り歩く奇兵隊士の様子は圧巻です。また、
パレードの途中には、晋作広場で奇兵隊士や萩市
観光課長代理「萩にゃん。」が観衆との写真撮影等
にも応じ、来場者の皆様との交流を行っています。
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139

山陽小野田市中川5-6821ほか
時間／10:00〜14:00 ※雨天中止
■内容：ジュニア☆カーニバル（約10種の大型エ
アー遊具であそぼう）や展示・体験コーナー（消防・
警察・自衛隊）、各種バザーなど楽しい催しがたくさ
ん!

11月9日（土）、10日（日）

問い合わせ先／市民カーニバル実行委員会
（市ふるさとづくり協議会事務局内）
☎0836-82-1134

11月4日（月・振休）
防府

遊々かわフェスタ
2019

会場／佐波川本橋河川敷
防府市本橋町

山口

11月6日（水）〜12月2日（月）
宇部

ときわミュージアム
「写真展」

会場／ときわミュージアム
宇部市野中3-4-29

ルーラル315・376
フェスタ

会場／阿東嘉年基幹集落センター広場
（9日のみ）
山口市阿東嘉年下28-1

山里農産加工販売所
山口市徳地柚木2021

徳地文化ホール駐車場
山口市徳地堀1527-3

ロハス島地温泉
山口市徳地島地2102-4
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農山漁村の女性たちが中心になって開催する朝
市・イベントなどを国道315・376号沿線で結んだ
広域イベントです。松茸ご飯や特産力鍋、手打ちそ
ばなどの販売のほか、特産品が当たるスタンプラ
リーも開催します。時間は場所により異なります
が、スタンプラリーの時間は9:30〜15:00を目安
とします。■料金：無料

問い合わせ先／大会事務局
☎0977-21-4151
HP http://www.zna.jp/index.html
□

問い合わせ先／萩ふるさとまつり出展実行委員会
（萩市商工振興課内）
☎0838-25-3108

問い合わせ先／ルーラル315・376フェスタ推進協議会
☎083-934-2816（山口市農林政策課）

11月9日（土）、10日（日）
防府

月の桂の庭
特別公開

会場／月の桂の庭
防府市大字右田1091-1
時間／ 9日（土）
：9:00〜16:00
10日（日）
：9:00〜15:00
2008（平成20）年から期間限定で一般公開され
ている枯山水の傑作「月の桂の庭」が今年も2日間
公開されます。庭の名称にある「月の桂」とは月に
ちなんだ伝説、神仙説で不老不死の意味があると
され、この石庭は1712（正徳2）年に桂家第4代当
主桂運平忠晴が造営したと伝えられています。ぜ
ひこの機会にこの名庭をご覧ください。■料金：中
学生以上500円、小学生以下無料
問い合わせ先／防府市おもてなし観光課
☎0835-25-4547
HP https://visit-hofu.jp
□

11月9日（土）
〜
2020年1月5日（日）

11月9日（土）
防府

萩

創建300年記念
特別展
「長州藩校 明倫館
―武士たちの
学び舎ー」

会場／萩博物館
萩市大字堀内355
時間／9:00〜17:00（入館は16:30まで）
2019年は、長州藩の藩校明倫館創建から300年を迎
える記念の年です。1719（享保4）年に開校した藩校
明倫館は、1849（嘉永2）年の移転・拡充を経て、明治
初期まで存続しました。江戸時代を通じて多くの人材を
輩出した明倫館。その歴史を、現在に伝えられた資料を
通して紹介します。■料金：大人520（410）円、高校・大
学生310（250）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

第17回雪舟サミット

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
時間／14:00〜17:30
雪舟にゆかりのある自治体（6市）が相集い、雪舟の業績
を顕彰するとともに、雪舟を通じて、親睦と友好を深め、地
域の活性化についての情報交換を行います。■料金：無料
問い合わせ先／防府市文化・スポーツ課
☎0835-25-2551
HP http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/41/
□

11月9日（土）
津和野

近県学校音楽大会
70周年記念前夜祭

会場／安野光雅美術館
島根県鹿足郡津和野町後田イ60-1
時間／18:00〜（開演18:30）
近県学校音楽大会70周年記念前夜祭を開催します。演
奏者はバイオリン奏者の相川麻里子さん、声楽家の吉澤
淳さん、ピアニストの高木早苗さん、草間葉月さんです。
みなさんお誘い合わせの上、ぜひご来場ください。■料
金：大人1,000円、高校生以下無料■定員：先着100人
■申し込み方法：電話■申し込み期限：11月6日（水）
問い合わせ先／津和野町教育委員会
☎0856-72-1854

11月9日（土）、10日（日）
山口

国際錦鯉品評会

会場／やまぐちリフレッシュパーク
山口市大内長野1107
時間／ 9日（土）:9:00〜17:00
10日（日）:9:00〜11:00
国内外の錦鯉愛好者、生産者、流通関係者が1年
間丹精込めて飼育管理した成果を一堂に会して行
われる品評会です。飼育技術、鑑識の技の向上に
加え、一般公開して愛好者層を国内外に拡大して
いくことを目的に毎年開催しています。毎年、外国
からも多くの方が訪れるイベントで、この度初めて
山口市で開催します。■料金：無料

11月9日（土）、10日（日）
萩

第15回萩ふるさとまつり

会場／中央公園、萩市民館、
田町商店街
時間／10:00〜16:00
萩の優れた産業や特産品を紹介する萩市最大の産業まつ
りです。約100店が大集合し、萩の優れた産業や特産品な
どを展示・販売します。参加型のイベント「第2回萩ふるさ
とフードグランプリ」も開催予定です。■入場料：無料
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11月10日（日）
萩

萩時代まつり

11月10日（日）
宇部

会場／萩城跡ほか市内各所
時間／8:00〜16:00
萩市古来の奉納行列「萩大名行列」が市内を練り
歩く、秋の一大イベントです。
「平安古備組」と「古
萩町大名行列」を合わせ、総勢200人を超える行
列が城下町を中心に市内を練り歩きます。行列は、
奴姿や袴に裃姿の者に御駕籠が従う構成となって
おり、
「イサヨ〜シ」の掛け声とともに、次々に毛槍
を投げ渡し、道具類の持ち手を交代しながら沿道を
練り歩きます。沿道の要所では、据えた御駕籠の前
で草履を持って舞う草履取りの舞が披露され、長さ
約5.5mの長柄の槍を豪快に操作する長州一本槍
なども必見です。午後からは、毛利歴代藩主や奇兵
隊などによる「萩時代パレード」が金谷天満宮を目
指して市内を練り歩き、江戸時代の歴史絵巻が繰
り広げられます。
問い合わせ先／萩時代まつり実行委員会（萩市観光課内）
☎0838-25-3139
HP http://hagishi.com/search/detail.
□
php?d=900036

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
ホビーフェス!

日常にある「モノ」を使って、様々なキャラクターを
音で演じるワークショップです。人物を演じるだけ
でなく、テレビや扇風機などの様々な役になりきっ
て音を出してみよう。■料金：無料■定員：先着10
人■申し込み方法：電話・メール・HPのいずれか■
応募要件：中学生以上
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
info@aiav.jp
HP https://aiav.jp/9933/
□

会場／旧吉部小学校
宇部市大字東吉部3425-1
時間／10:00〜15:00
プラモデル、ラジコン、
ミニ四駆などで遊ぼう。
問い合わせ先／宇部市北部地域振興課
☎0836-67-2812

11月11日（月）
防府

11月10日（日）
山陽
小野田

厚狭秋まつり

会場／厚狭駅前商店街
JR厚狭駅在来線口側
時間／11:00〜18:00
山陽小野田市指定の無形文化財として保存継承さ
れている掛け声と六方(ろっぽう)を踏んで歩く踊り
の所作が独特の「古式行事(大名行列)」が披露され
ます。その他、裸坊、福引大会など、特設ステージ
を中心とした多彩なイベントが開催されます。※な
るべく公共交通機関をご利用ください。
問い合わせ先／山陽商工会議所
☎0836-73-2525
HP http://www.sanyo-yeg.net/
□

11月10日（日）
萩

時間／14:00〜16:00

モニタージオツアー
「萩の火山、
体感ツアー」

広田智之（オーボエ）&
大萩康司（ギター）
デュオリサイタル
〜ケルトスピリッツ

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
時間／開演 19:00
防府市出身の東京都交響楽団首席オーボエ奏者と
してオーケストラ・ソロ・室内楽と第一線で活躍して
いる広田智之と、いまや世界中から注目されている
ギタリスト大萩康司とのデュオリサイタル。アイリッ
シュの民族音楽であるケルト音楽にのせて奏でる
二人の魅惑の響きをお聞きください。■入場料：全
席指定 3,000円 高校生以下1,000円（財団会
員500円引、当日500円高）※未就学児はご遠慮
ください。■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、チケットぴあ、ローソンチケット
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･明倫センター集合
時間／10:00〜12:30
ネイチャーゲームなどを用い、五感を使って大地に
触れるツアーです。■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■申
し込み期限：11月6日（水）

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」

宇部

問い合わせ先／萩ジオパーク推進協議会
☎0838-21-7765 FAX0838-25-7767
geo@city.hagi.g.jp

11月10日（日）
美祢

音の演劇体験
ワークショップ

会場／秋吉台国際芸術村
研修室2
美祢市秋芳町秋吉50

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
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
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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/
□

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』」

山陽
小野田

会場／山陽小野田市役所ほか
山陽小野田市日の出1-1-1

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（最小催行人数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／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/
□

11月14日（木）
宇部

美祢

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」

会場／山口宇部空港集合ほか
宇部市沖宇部625

てくてくまち歩き
古地図を片手に
まちを歩こう

会場／琴崎八幡宮バス停集合
宇部市琴崎町
時間／9:50〜12:00
神仏に護られていた宇部発祥の地を歩きます（西
コース約3.5km）■持参品：タオル、飲み物■料金：
無料■定員：先着40人■申し込み方法：電話または
FAX■申し込み期限：11月13日（水）

11月16日（土）〜24日（日）
萩

萩オープンガーデン

会場／萩市内参加庭園（23カ所）、
主催者庭園：畔亭
例年、花々の美しい春の日に開催している「萩オー
プンガーデン」を、今年は開催時期を変更し、葉が
色づく秋の日の11月16日（土）から11月24日（日）
まで開催いたします。それに伴い、共通パスポート
の販売を萩市内各所で行います。また、11月23日
（土・祝）には、東光寺大雄宝殿にて、佐伯恵美氏、
九州交響楽団4人によるバロックコンサートも開催
されます。史跡めぐりとはまた違った萩をお楽しみく
ださい。※時間は会場により異なります。■共通パ
スポート：300円■チケット販売所：参加庭園、
（一
社）萩市観光協会、萩市観光課、萩温泉旅館協同組
合、東萩駅観光案内所、萩・明倫学舎等
問い合わせ先／萩オープンガーデン実行委員会
（会長:吉井）
☎0838-22-1755
HP http://www.hagishi.com/search/detail.
□
php?d=900016

問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8353 FAX0836-22-6083

11月15日（金）、16日（土）
山口

11月14日（木）

問い合わせ先／山口情報芸術センター[YCAM]
☎083-901-2222
HP https://www.ycam.jp/events/2019/sound-mine/
□

萩市南片河町62（主催者庭園）

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。

レーションにより制作する新作コンサートピースを
発表する公演です。細井と石若による音楽表現へ
の探求と、YCAMが継続してきた音とメディアテク
ノロジーへの実験の蓄積を活かした制作により生
み出された本作は、環境に埋め込まれた音の多層
的な情報を発掘し、
「音と響きによって記憶を喚起
させる」ことをテーマにしたコンサートピースです。
■料金：前売り一般2,500円ほか。詳細はお問い合
わせください。■定員：80人■チケット販売所：山口
市文化振興財団の窓口、電話、HP

細井美裕＋石若駿
＋YCAM新作
コンサートピース
Sound Mine

会場／山口情報芸術センター
[YCAM]
山口市中園町7-7
時間／19:00集合、
20:00開演
ボイスアーティストの細井美裕と、世界的に注目を
集める若手打楽器奏者・石若駿、YCAMのコラボ

11月16日（土）〜23日（土・祝）
防府

瀬戸内デザイン
グランプリ2019
入賞作品展

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
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時間／9:00〜17:00

問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282

山口県出身・在住の現役デザイナーによる山口県
の小中高を対象にしたポスターデザイン・プロジェ
クト「瀬戸内デザイングランプリ」。4回目の開催と
なる今年のテーマは「たまご」のポスターです。ユ
ニークで楽しい子どもたちのアイデアによるポス
ターの入賞作品をアスピラートで発表します。お楽
しみに! ■入場料：無料■休館日：火曜

11月16日（土）、17日（日）

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/
□

11月16日（土）
萩

阿武川流域
森林だくさん祭り
2019
も

り

会場／森の館萩
（阿武萩森林組合）
萩市大字福井下307-1
時間／10:00〜15:00
※雨天開催
（警報発令等荒天の場合は中止）
一般消費者の森林・林業に対する理解の促進を図
ると共に、地域の林産物や特産品の需要の拡大を
図るために開催します。イベント内容として、ステー
ジイベント（大板山たたら太鼓の演奏、お楽しみ抽
選会、もちまき等）のほか、木工教室、シイタケの駒
打ち体験、丸太早積み競争、地域特産品の販売等
を行っています。■入場料：無料（体験等一部有料）
問い合わせ先／萩農林水産事務所森林部
森林づくり推進課
☎0838-22-3366

問い合わせ先／山口情報芸術センター[YCAM]
☎083-901-2222
HP https://www.ycam.jp/events/2019/
□
ycam-bio-research-research-showcase-vol1/

山口

11月16日（土）
宇部

山口大学工学部
ホームカミングデー
（同日開催・常盤祭）

会場／山口大学常盤キャンパス
宇部市常盤台2-16-1
時間／10:00〜16:00
山口大学工学部の卒業生に旧交を温めていただく
とともに、地域の方々にも工学部に親しんでいただ
くイベントです。長井正彦准教授による特別講演
「山口大学発 宇宙データ利用の挑戦」、展望ラウ
ンジ開放、もちまき、ヤマミィ交流会、キャンパスツ
アー等の企画を用意してお待ちしています。また、
大学祭「常盤祭」も同日開催です。どなたでも参加
可能なイベントですので、常盤キャンパスの一日を
お楽しみください。■料金：無料
問い合わせ先／山口大学工学部総務企画課総務企画係
☎0836-85-9005
HP http://www.eng.yamaguchi-u.ac.jp/
□
43graduate/homecoming.html

YCAM
オープンラボ2019
「ナマモノのあつかいかた」

会場／山口情報芸術センター
[YCAM]
山口市中園町7−7
時間／16日（土）10：30〜17：30
17日（日）10：05〜17：30
トークイベントを軸に、展示やライブコンサート、
ワークショップなどを通じて、YCAMの研究開発活
動を体験できる複合型のイベントです。3回目の開
催となる今 回 は 、同 時 期に開 催 するc o n t a c t
GonzoとYCAMバイオ・リサーチによる新作インス
タレーション展に合わせて「バイオテクノロジー」に
フォーカスを当てます。
「バイオテクノロジー」に取
り組む文化機関からゲストを招聘し、ディスカッショ
ンを通して「これからのラボ」の姿を描き出します。
■料金：無料
問い合わせ先／山口情報芸術センター[YCAM]
☎083-901-2222
HP https://www.ycam.jp/events/2019/openlab/
□

11月16日（土）、17日（日）
宇部

葉っぱでアート

会場／ときわミュージアム

11月16日（土）〜12月8日（日） 11月16日（土）、17日（日）
宇部

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
馬場良治展
日本画の世界−雨−

会場／ときわ湖水ホール
宇部市大字沖宇部254
時間／10:00〜16:00
馬場良治は、国宝や重要文化財の彩色調査と復元
技術の第一人者として活躍する修復家で、2014
年には国の選定保存技術保持者に認定されまし
た。一方、大画面に静謐な空間を描いた独自の日本
画制作にも力をいれています。本展では“雨”をテー
マに描いた新シリーズを展示します。■料金：500
円※高校生以下、70歳以上、障害者手帳をお持ち
の人は無料■休館日：火曜

山口

YCAMバイオ・リサーチ
［リサーチ・ショーケース］
vol.2

会場／山口情報芸術センター
[YCAM]

宇部市野中3-4-29
時間／11:00〜12:00
植物館の葉で作品をつくり、その後の葉の色の変
化を楽しみましょう。■持参品：額（A5判程度）、写
真などコラージュしたい物■料金：300円 ■ 定 員：
各先着10人■申し込み方法：電話またはFAX■申
し込み期間：11月6日（水）
〜14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

山口市中園町7-7
時間／10:00〜19:00
バイオテクノロジーの応用に関するYCAMの研究
開発プロジェクト「YCAMバイオ・リサーチ」の取り
組みを紹介するイベントです。2017年以来の開催
となる今回は、同時期に開催するcontact Gonzo
とYCAMによる新作インスタレーション展の制作
過程で用いたバイオテクノロジーなどを紹介する
とともに、バイオラボの基本的な機材を紹介するバ
イオラボツアーや、バイオテクノロジーに気軽に触
れることのできるミニワークショップなどを設けま
す。子どもから大人までどなたでも参加ができま
す。■料金：無料

11月16日（土）
山口

カメラのしくみと
フォトテクニックを学ぶ
−映える写真の撮り方−

会場／大殿地域交流センター
山口市大殿大路120-4
時間／13:00〜16:30
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スマートフォンに搭載されるカメラなどで、旅先や
イベントの写真が思うように撮れず、Webサイトや
SNSにアップロードしても、思うように「映え（ば
え）」ないという方を対象にして、デジタルスチルカ
メラの撮影原理や特徴を学び、カメラに合った撮影
方法などを解説する講座です。映える写真で、みな
さんの思い出をよりよく表現してみませんか。■受
講料：2,400円■定員：スマートフォンに搭載された
カメラ（一般的なデジタルスチルカメラなども可）
の初歩的な操作ができる方、また、持参できる方
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：11月1日（金）

②11月23日（土・祝）
〜2020年1月5日（日）
「チャイルドドリーム」
会場／宇部市勤労青少年会館
宇部市松山町1-12-1
時間／17:30〜21:30
子どもたちとつくる夢いっぱいのイルミネーション。
■点灯式：11月23日（土・祝）18:00〜

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/
□

⑤11月30日（土）
〜2020年1月13日（月・祝）
「ヒストリア宇部
ライトアップ」

11月16日（土）
〜
2020年1月13日（月・祝）

会場／ヒストリア宇部

光の街UBE2019 ③11月30日（土）
〜2020年1月4日（土）
①11月16日（土）
〜2020年1月5日（日） 「サンタクロスロード
2019」
「エアポート・
会場／わいわいぱあ〜く
イルミネーション」
（中央街区公園）
宇部

会場／山口宇部空港
宇部市大字沖宇部625
時間／17:00〜21:30
イルミネーションと夜の滑走路の光による特別なひ
ととき。■送迎デッキの無料開放：7:00〜21:00■
点灯式：11月16日（土）16:00〜

ときわ公園の冬を彩る中国地方最大級のイルミ
ネーションイベント。光と音楽によるライトショーも
開催します。■点灯式：11月30日（土）17:30〜
■休館日：12月31日（火）

宇部市新天町1-1-1
時間／17:30〜21:30
国の「近代化産業遺産」や市の「景観重要構造物」
にも指定されている村野藤吾設計のヒストリア宇部
をライトアップ。■点灯式：11月30日（土）17:30〜
問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8155

宇部市中央町2
時間／17:00〜24:00
芸術性の高い演出が人気のクリスマスイルミネー
ション。

11月17日（日）
宇部

ときわ公園
フリーマーケット

会場／ときわ公園東駐車場
宇部市大字沖宇部254
時間／8:00〜14:00

※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

11月17日（日）

④11月30日（土）
〜2020年1月13日（月・祝）
「TOKIWA
ファンタジア2019」
会場／ときわ公園
宇部市則貞3-4-1
時間／17:30〜21:30

宇部

宇部さかなまつり

会場／うべ新鮮市場
元気一番周辺
宇部市八王子町12-24
時間／9:30〜15:00
◎活魚・鮮魚、農林水産物の加工品、飲食物の販売
◎貝汁の無料配布（数量限定）◎餅まき◎ステージ
イベントなど
問い合わせ先／山口県漁協宇部岬支店
☎0836-31-0233
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11月17日（日）
萩

明木地区農業文化祭

会場／萩市旭マルチメディア
センター
萩市明木2959-1
時間／9:30〜15:00

演会「心臓のおはなし」講師：関 耕三郎（山口労災
病院循環器内科部長）、11：30〜健康ウルトラクイ
ズ、もち・菓子まき、その他のイベント：各種測定（血
管年齢・骨密度測定など）、はいはいレース、ニュー
スポーツアジャタ
（玉入れ）、無料フッ素塗布（15歳
未満、先着100人）、元気のりのり汁無料試飲（数
量限定）、子育てグッズリユース会、飲食コーナー
ほか

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

問い合わせ先／山陽小野田市健康増進課
☎0836-72-1814

【じねんじょ汁】の無料サービス（先着300人）、野
菜の販売、各種団体による出店・バザー、各種グ
ループの作品展示、アトラクション(矢代神楽保存
会による神楽舞など)、お楽しみ抽選会、餅まき等が
行われます。■料金：無料
問い合わせ先／明木公民館
☎0838-55-0001

11月17日（日）、12月15日（日）
山口

11月17日（日）
萩

萩往還ささなみ
おいでん祭

会場／旭活性化センター・
JA山口県佐々並支所前
駐車場

会場／山口市歴史民俗資料館
山口市春日町5-1

11月17日（日）

てくてくまち歩き
宇部まちなか
アート散策
（Bコース）

宇部

萩市大字佐々並2662-6

時間／9:30〜15:00
野菜・各種バザー、生涯学習グループ・小中学生発
表・ロング巻き寿司大会・マスのつかみどり・もちまき

会場／宇部市役所集合
宇部市常盤町1-7-1

問い合わせ先／佐々並公民館
☎0838-56-0008

時間／9:50〜12:00
新天町名店街街並み散策と常盤通沿いの彫刻、
アートイベント
（約2km）■持参品：タオル、飲み物
■料金：無料■定員：先着40人■申し込み方法：電
話またはFAX■申し込み期限：11月15日（金）
問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8353 FAX0836-22-6083

11月17日（日）
山陽
小野田

第10回
SOS健康フェスタ

会場／厚狭地区複合施設
山陽小野田市大字鴨庄94

れきみんファミリーデー！

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）
山口

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。テー
マは、11月17日（日）
：昔のはかり、12月15日（日）
：
火打石。■参加費：無料■申し込み方法：随時受付
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/
□

11月17日（日）
防府

「家庭の日」
親子ふれあいイベント

会場／防府市文化福祉会館
防府市緑町1-9-2
時間／10:30〜14:30
山口県では、家族が一緒に過ごすことを目的として
毎月第3日曜日を「家庭の日」としています。防府市
では、
「家庭の日」運動を推進するため、山口短期大
学（プロジェクトチームちゃすむんき〜）との協働によ
り、
「家庭の日」親子ふれあいイベントを開催します。
〜11月の内容〜◎スポーツの秋〜みんなで体を動
かそう〜◎芸術の秋〜お楽しみ工作〜■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

岸見の石風呂
「石風呂体験会」

会場／岸見の石風呂
山口市徳地岸見824

時間／9:30〜15:00

時間／10:00〜15:00

“ひと まち スマイル 新たな時代もつながりを”
をテーマに健康づくりに関するイベント「第10回
SOS健康フェスタ」を開催します。■内容：9：30〜
オープニングイベント
（ミュージカル山陽ありすの
家、SOSおきよう体操）、10：00〜11：00医師会講

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
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11月17日（日）
宇部

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
パンマルシェ

時間／14:00〜16:00

時間／18:30〜20:15（18:00開場）

上方落語の顔、桂文枝師匠による創作落語の独演
会。芸歴半世紀を超えて、ますます磨きのかかった
笑いの名人芸をお楽しみください‼ ■入場料：全
席指定4,500円■チケット販売所：萩市民館、萩市
各総合事務所、アトラス萩店、サンリブ萩

今年度、吹奏楽で全国大会に出場する防府市内の
学校による合同コンサートです。■入場料：無料

問い合わせ先／萩市教育委員会文化・生涯学習課
☎0838-25-3511
HP https://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/
□
18/h28364.html

11月19日（火）

会場／宇部市新天町名店街

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』」

山陽
小野田

宇部市新天町2-7-3
時間／11:00〜15:00
人気のパン屋さんが集合!
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

11月17日（日）
山口

特別展~大内氏遺跡
指定60周年記念事業
「大内氏のトビラ
―山口をつくった
西国大名―」
の展示解説

会場／山口市歴史民俗資料館
常設展・企画展スペース

問い合わせ先／防府市文化・スポーツ課
☎0835-25-2551
HP http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/41/
□

会場／JR厚狭駅新幹線口ほか
山陽小野田市大字厚狭8-3
時間／8:30〜17:40

11月17日（日）
宇部

山口市春日町5-1
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110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/
□

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
宇部市芸術祭
三隅香織
ピアノリサイタル

会場／宇部市文化会館
宇部市朝日町8-1

■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/
□

時間／14:00〜
ドビュッシー、ショパンを演奏します。■料金：一般
2,000円、高校生以下1,500円■チケット販売所：
宇部市文化会館、イトオ楽器、フジグラン宇部
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355

11月18日（月）
防府

11月17日（日）
萩

桂文枝独演会

会場／萩市民館大ホール
萩市大字江向495-4

響け! 防府ハーモニー
全国大会出場
記念コンサート

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

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」

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
13
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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/
□

11月23日（土・祝）
宇部

今富ダム湖畔
紅葉ウオーキング

会場／宇部市万倉
ふれあいセンター集合

11月23日（土・祝）
山口

会場／西日本旅客鉄道株式会社
下関総合車両所新山口支所
山口市小郡下郷

宇部市西万倉1672
時間／8:50〜13:00

※少雨決行

今富ダム湖畔まで往復約7㎞を歩きます。宮尾八幡
宮「万倉天神祭」、楠こもれびの郷「秋の大収穫
祭」も同日開催。■持参品：飲み物、雨具、帽子、タ
オルなど■料金：500円（ぜんざい・楠こもれびの郷
お買物券300円付き）■定員：先着100人■申し込
み方法：電話またはFAX
問い合わせ先／宇部市北部地域振興課
☎0836-67-2812 FAX0836-67-2158

やまぐちSLフェア
2019

時間／10:00〜15:00
SL「やまぐち」号を牽引するC57とD51に関する
展示を行います。普段は入ることのできないC57や
D51の運転台を実際に見学できるほか、ミニSLの
乗車体験等、楽しい企画を多数ご用意しています。
問い合わせ先／SL山口線運行対策協議会
☎083-933-3204
HP http://www.c571.jp/
□

11月20日（水）〜24日（日）
山陽
小野田

GⅡ第3回
山陽王座防衛戦

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）
時間／10:00〜17:00
オートレースにおいて、格の高いGⅡレースを5日間
にわたって開催します。開催中は各種イベントを実
施します。■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/
□

11月22日（金）〜24日（日）
山口

常栄寺雪舟庭紅葉
ライトアップ

会場／常栄寺雪舟庭
山口市宮野下2001
時間／18:00〜21:00
（最終入場は20:40）
常栄寺雪舟庭が夜間ライトアップします。■拝観料：
中学生以上300円（障害者手帳をお持ちの方も
300円）
・小学生以下無料
問い合わせ先／常栄寺 雪舟庭
☎083-922-2272
HP http://sesshu.jp/
□

11月23日（土・祝）
山口

第9回
餅ひろい
世界選手権

会場／阿東ふるさと交流
促進センター

11月23日（土・祝）、24日（日）
山口

山口市阿東徳佐中3628
時間／13:30〜15:30
山口県民大好き餅ひろい! 拾った餅の重量で順位
を競う選手権大会です。上位入賞者には「あとう和
牛」などの豪華特産品をプレゼントします。■参加
費：中学生以上1,000円、小学生700円、幼児300
円、3歳未満無料■定員：300人■申し込み方法：
FAX・メール・郵送のいずれか■応募用件：①参加イ
ベント
（餅ひろい）を選択②〒住所③電話番号④参
加者全員の名前（ふりがな）性別・年齢・参加部門
（「中学生以上」
「小学生」
「幼児」）
・ヘルメットの有
無を記入■申し込み期限：11月1日（金）
（先着順）
※同日開催（9:00〜13:00）の「収穫祭」は定員に
達したため受け付け終了。
問い合わせ先／NPOあとう
〒759-1512 山口市阿東徳佐中3628
☎083-956-2526 FAX083-956-2527
npo-ato@c-able.ne.jp
HP https://www.ato-kankou.org/
□

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

会場／中原中也記念館
山口市湯田温泉1-11-21
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330円、学生220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.chuyaka n.jp/
□

11月23日（土・祝）
山口

山口市男女共同
参画センター
フェスティバル

会場／山口市民会館小ホール
山口市中央2-5-1
14
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時間／13:00〜15:00
講演会テーマ：
「夢を追い続けて… 〜諦めない! ポ
ジティブに! いつも元気なその秘訣〜」講師：内村周
子氏（オリンピック金メダリスト内村航平選手の母、
スポーツクラブ内村・コーチ）■入場：無料■定員：
400人■申し込み方法：センターHPの申し込み
フォーム・メール・FAX・はがきのいずれか（電話申し
込みは不可）■申し込み期限：11月16日（土）
問い合わせ先／山口市男女共同参画センター
山口市中央2-5-1
☎（兼FAX）083-934-2841
mw3kaku@c-able.ne.jp
HP https://www.y-djc.com/?p=11110
□

11月23日（土・祝）
〜
2020年1月5日（日）
萩

11月24日（日）
山陽
小野田

萩イルミネフェスタ
2019

会場／JR萩駅周辺
萩市大字椿濁淵

会場／山陽小野田市中央図書館
山陽小野田市栄町9-13

時間／17:30〜23:00
1925（大正14）年に建設された貴重な洋館駅で登
録文化財に指定されている「萩駅舎」周辺で、イル
ミネーションの点灯が行われ、幻想的な姿をつくり出
します。萩駅舎周辺を彩るさまざまなイルミネーショ
ンは、地元の高校生や小学生も協力して制作してい
ます。また2013（平成25）年に設置された「蒸気機
関車動輪（D51）」や、2016（平成28）年に建立さ
れた「井上勝志気像」などもご覧いただけます。
問い合わせ先／（一社）萩市観光協会
☎0838-25-1750
HP http://www.hagishi.com/search/detail.
□
php?d=900043

第7回（通算12回）
中央図書館
フェスティバル

時間／9:15〜16:00
■内容：オープニングセレモニー（9:15〜10:00、
雨天一部中止）、山口東京理科大学「おもしろ科学
大実験」
（10:00〜12:00）、歴史関連クイズに挑
戦!（10:00〜14:00）、1日まるごとおはなしほか
（10:00〜15:30）、図書館マルシェ&ふろしき市
（10:00〜、雨天中止）、市民ときめき♩コンサート
（14:00〜15:30）、その他のイベント
（オークショ
ン、古本市、フラワーアレンジ体験、点字体験、宝
つり、ふるさと紙芝居、スタンプラリーほか）※詳し
くは山陽小野田市中央図書館にお問い合わせいた
だくか、チラシまたは山陽小野田市図書館HPをご
覧ください。■入場料：無料
問い合わせ先／山陽小野田市中央図書館
☎0836-83-2870
HP http://library.city.sanyo-onoda.lg.jp/
□

11月24日（日）
山口

中央図書館まつり

会場／山口市立中央図書館
山口市中園町7-7

11月23日（土・祝）
山口

山口天神祭

会場／古熊神社・八坂神社〜
山口市中心商店街
山口市古熊1-10-3
時間／13:00〜16:00
山口の三大祭りの一つに数えられているお祭りで
す。古熊神社から御旅所まで、御神幸行列が練り歩
き、八坂神社から参勤交代を彷彿させる備立行列
が合流し、その様子は江戸時代の風情を今に伝え
る歴史絵巻のようです。
問い合わせ先／古熊神社
☎083-922-0881
HP https://www.furukumajinja.com/
□
about-tenjinmatsuri

時間／10:00〜17:00

11月23日（土・祝）
防府

御神幸祭（裸坊祭）

会場／防府天満宮
防府市松崎町14-1

ブックリサイクル、おはなしひろば、こどもスタンプ
ラリー、対面朗読体験、点字で名刺づくり、山口県
立大学学生による参加型イベント、写真展、上映会
等のイベントを開催します。■料金：無料
問い合わせ先／山口市立中央図書館
☎083-901-1040
HP http://www.lib-yama.jp
□

時間／18:00〜
日本三天神の一つである防府天満宮の大祭です。
1,000年以上の歴史を持つ、非常に伝統ある神事
です。数千人の裸坊とよばれる白装束の男達が二
体の御輿と巨大な御網代輿（おあじろこし）を奉戴
し、
「兄弟わっしょい」の掛声も勇ましく、長蛇の列
を成す姿は壮観です。その様子から、西日本屈指の
荒祭りとして称えられています。
問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
HP https://visit-hofu.jp
□

11月24日（日）
防府

天神おんな神輿

会場／防府天満宮
防府市松崎町14-1
15
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時間／12:00〜
お祭好きの女性たちが毎年200人以上集まり、神
輿二基を担ぎ防府の町を練り歩く、まさに全国でも
トップクラスのおんな神輿です。これに地元の小学
生から成る、天神囃子隊40人が加わり一段とお祭
を盛り上げます。
問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
HP https://visit-hofu.jp
□

11月26日（火）
〜
2020年1月26日（日）
防府

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

企画展
「平成のほうふと
文化財」

会場／防府市文化財郷土資料館
防府市桑山2-1-1
時間／9:30〜17：00
（入場は16:30まで）
平成という時代に防府で起きた出来事を振り返り
ながら、平成30年間の文化財調査の成果を展示し
ます。■料金：無料■休館日：月曜（祝日の場合はそ
の翌日）、12月29日〜1月3日
問い合わせ先／防府市教育委員会文化財課
☎0835-25-2532
HP bunka@city.hofu.yamaguchi.jp
□

11月27日（水）、
12月4日（水）、11日（水）

11月24日（日）
山陽
小野田

毛利勅子生誕
200年記念
歴史連続講座
第2回「厚狭の
幕末事件簿」

山口

会場／山口大学吉田キャンパス
山口市吉田1677-1

会場／山陽小野田市厚狭図書館

時間／13:30〜14:30

山陽小野田市大字鴨庄94
時間／13:30〜15:00
下関市立歴史博物館学芸員の田中洋一さんを講師
に迎え、講座を開催します。幕末に厚狭で起きた
様々な事件を紹介します。■聴講料：無料■定員：先
着80人■申し込み方法：厚狭図書館窓口または電話
問い合わせ先／山陽小野田市厚狭図書館
☎0836-72-0323
HP http://library.city.sanyo-onoda.lg.jp/
□

11月27日（水）
〜
2020年4月12日（日）

開館25周年記念展
「清家雪子展――
『月に吠えらんねえ』
の世界」

山口

11月24日（日）
美祢

トークイベント
「スクリーンで遊ぶ」

会場／秋吉台国際芸術村
研修室1
美祢市秋芳町秋吉50
時間／14:00〜15:30
滞在アーティストのミンギョン・チェさんによるアー
ティストトークを開催します。過去の作品や芸術村
での創作プランなど、色々な話をアーティストから
直接聞けるイベントです。■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/9956/
□

英語の歌で発音・
リスニング練習を
しましょう

会場／中原中也記念館
山口市湯田温泉1-11-21
時間／9:00〜17:00
『月に吠えらんねえ』は、日本の近代詩人たちが住
む□（シカク：詩歌句）街を中心的な舞台として、萩
原朔太郎、北原白秋、三好達治、室生犀星、中原中
也など、それぞれの詩人の作品世界をイメージ化し
たキャラクターを登場させ、作品自体や文学史上の
出来事などが融合された世界が展開するコミック
作品です。中原中也をモチーフとしたキャラクター
「チューヤ」を中心に、文学表現と清家氏独自の作
品世界の造形との関わりを紹介します。■入館料：
一般330円、学生220円、70歳以上・18歳以下無
料■休館日：月曜、毎月最終火曜

英語の映画やニュースがなかなか聞き取れずに悩
んでいませんか? リスニング能力を伸ばすために
は、正確な発音を習得することが大切です。映像資
料や講師の発音を手本にして、口の開き方や舌の
位置などを確認した後に、マザーグースなどの英語
の歌を歌いながら発音練習をし、リスニング能力の
向上を目指しましょう。歌の上手下手など、気にす
ることはありません。まずは大きな声で音を出して
みましょう。昨年度開講講座と同様に、発音に自信
がないと思われている方向けの講座です。ただし、
練習する音は異なります。■受講料：2,400円■定
員：先着25人■申し込み方法：HP・電話・はがき・
FAXのいずれか■応募要件：電話・はがき・FAXで
お申し込みの場合は、①氏名 ②氏名ふりがな ③年
代 ④性別 ⑤郵便番号・住所 ⑥電話番号 ⑦受講希
望講座名をお知らせください。※メールでのお申し
込みはできません。電話受付時間：月曜〜金曜9:00
〜17:00■申し込み期限：11月13日（水）
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/
□

11月29日（金）
防府

防府図書館
利用者懇談会

会場／防府市立防府図書館研修室
防府市栄町1-5-1
16
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時間／10:00〜12:00
より身近で利用しやすい図書館になるよう、図書館
に対するご意見をお伺いする会です。懇談会と併
せて書庫見学も行います。懇談会のみの参加も可
能です。■定員：先着10人■申し込み方法：はがき・
FAX・来館（電話不可）のいずれかで、住所・氏名
（ふりがな）
・電話番号・懇談会と書庫見学の両方に
参加か、懇談会のみに参加かをお知らせください。
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団（防府図書館）
〒747-0035 防府市栄町1-5-1ルルサス防府3階
☎0835-22-0780 FAX0835-22-9916
HP https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
□

問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115
FROM STRING 担当：上原
☎080-1933-9829
HP https://karusuto.com/event /aifujimori□
live-191130/

11月30日（土）
山陽
小野田

第3回“わくわく”
竹あかりin江汐

会場／江汐公園管理棟周辺
山陽小野田市
高畑字西山根401-1

11月30日（土）
山口

萩ジオパーク・
大地の遊び
人養成講座
＃5 地球と遊ぶ
サイクリング

会場／山口市阿東地域
（徳佐〜道の駅「長門峡」）

時間／15:00〜19:00
※小雨決行、荒天中止
夜の江汐公園を、竹とうろうの淡いあかりとライト
アップされた自然をながめながら散策しませんか。
■内容：15:00〜竹で箸を作ってぜんざいを食べよ
う
（先着100人、中学生以上200円、小学生以下無
料）、竹とうろうの絵付け（先着50人、持ち帰り
可）、16:00〜ステージイベント、17:00〜開会セレ
モニー・竹とうろう点火、ライトアップ・ナイトウィーク
（懐中電灯・防寒具持参）■申し込み方法：当日受付

11月30日（土）
山陽
小野田

婚活事業「街コン」
仕事帰りに
ちょっと婚?
ASA編Part7

会場／喫茶やよい
山陽小野田市厚狭1-1-6
時間／19:30〜21:30
あなたもイルミネーションを眺めながら、
「 街コ
ン」に参加してみませんか?■対象：20〜50歳の
独身男女■参加料：3,000円■定員：男女各15
人■申し込み方法：HP申し込みフォームまたは
申し込み用紙に記入しFAXにて申し込み■申し
込み期限：11月18日(月)
問い合わせ先／山陽商工会議所
☎0836-73-2525 FAX0836-73-2526
HP https://compa.asa.link
□

問い合わせ先／江汐公園管理棟
☎0836-83-5378

時間／11:00〜15:00
地球で暮らしていることを実感するには、自然の中
で体を動かして遊ぶことが一番! です。かつてあった
湖の中を自転車で巡ります（移動距離26㎞）。■料
金：3,000円■定員：先着10人■申し込み方法：電話・
FAX・メールのいずれかで、氏名、年齢、連絡先をお
知らせください。■申し込み開始日：11月5日（火）
問い合わせ先／萩ジオパーク推進協議会
☎0838-21-7765 FAX0838-25-7767
geo@city.hagi.g.jp

12月1日（日）
〜31日（火）
山口

11月30日（土）
美祢

藤森愛ライブ&
トークin秋吉台

会場／Mine秋吉台ジオパークセンター
Karstar
美祢市秋芳町秋吉11237-862
時間／13:00〜
「2018年9月、初めてライブで訪れた山口県で、
最初に観光したのは『秋吉台』でした。いつかここ
でライブしたりミュージックビデオの撮影ができた
ら…」その想いからまずは「Mine秋吉台ジオパー
クセンターKarstar」での開催が決定! ライブ終了
後、ジオガイドとのMine秋吉台ジオパークに関し
てのトークもあり。華奢な容姿ながらも魂の歌声と
アグレッシブなギターパフォーマンスでノスタル
ジックな世界観を放つライブをぜひ、お楽しみくだ
さい。※藤森愛描き下ろし秋吉台・秋芳洞のイラス
トを秋芳洞入洞者の方、先着30人にプレゼント!（入
洞券半券をお持ちください）■料金：無料

12月、山口市は
クリスマス市になる。

会場／山口市内各所

11月30日（土）
美祢

自然満喫体験と
癒やしの焚火遊び

会場／秋吉台家族旅行村
美祢市秋芳町
秋吉秋吉台1237-553

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

時間／16:00〜翌日13:00
自然満喫体験と癒やしの焚火遊びです。■料金：1
棟2人利用4,500円、1棟3人利用4,000円、1棟4
人以上利用3,500円■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：11月20日（水）
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/
□
20191130-1201/
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12月1日（日）
防府

防府市農林
水産業まつり

会場／道の駅「潮彩市場防府」

12月3日（火）
宇部

ハーブを楽しむ会
クリスマスを楽しもう

会場／アクトビレッジおの
宇部市大字小野7025

防府市新築地町2-3
時間／8:00〜16:00

時間／13:00〜15:00

防府市の農林水産業の生産者が勢揃いして行われ
るイベントです。生産者の顔が見えるとれたて野菜
の新鮮朝市や、活魚販売、花の展示販売、地元食
材がいっぱいのミルク鍋、うどん、もちつき実演、木
工教室、もちまきなど。■JA山口県防府とくぢ統括
本部からシャトルバスを運行します。■会場近くに
臨時駐車場もあります。

ハーブの入ったハンドクリーム、レモングラスリー
スを作ります。■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：
11月26日（火）17:00

問い合わせ先／JA山口県防府とくぢ統括本部組合員課
☎0835-23-6511

12月1日（日）
山陽
小野田

第10回農林水産まつり

12月7日（土）、8日（日）
山口

中原中也『山羊の歌』
刊行記念イベント
山羊の日

会場／中原中也記念館
山口市湯田温泉1-11-21

時間／9:30〜14:15

時間／9:00〜17:00

■内容：農産物品評会、旬菜惑星PRコーナー、林
業コーナー、水産コーナー、JAコーナー、アトラク
ション（ 高 千 帆 小 学 校 パ ー チングバンド演 奏 、
チェーンソーアート）、餅まき大会（14：00〜）

12月10日、中原中也の第一詩集『山羊の歌』が刊
行されたことを記念して、2日間来館者にポスト
カードをプレゼント。先着10人には、まめほん『山
羊の歌』
もプレゼント。■入館料：一般330円、学生
220円、70歳以上・18歳以下無料

問い合わせ先／農林水産まつり実行委員会事務局
（農林水産課内）
☎0836-82-1152

マルシェ（有機野菜や手作り加工品・物品販売な
ど）、有機農業に関する講演会・DVD上映、健康相
談コーナー、
しめ縄づくり体験、クイズラリー（全問
正解で景品あり）など■料金：しめ縄づくり体験
500円■定員：しめ縄づくり体験 先着50人
問い合わせ先／宇部市農林振興課
☎0836-67-2819

12月14日（土）
宇部

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

時間／9:30〜16:00

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

宇部・山陽小野田
酒蔵&ワイナリー
めぐり

会場／JR新山口駅新幹線口
集合ほか
山口市小郡下郷1294
時間／9:00〜15:40
地酒の味を堪能しよう。■行程：永山酒造〜山口ワ
イナリー〜楠こもれびの郷（昼食）〜永山本家酒造
場■料金：7,400円■定員：先着23人（最少催行
15人）■申し込み方法：電話■申し込み開始日：11
月6日（水）10:00〜
問い合わせ先／（一社）宇部観光コンベンション協会・
宇部DMO
☎0836-34-2050

12月14日（土）
山口

山口市人権ふれあい
フェスティバル

会場／山口南総合センター

12月1日（日）
防府

笑い講

会場／小俣八幡宮
防府市大字台道1143
時間／11:00〜（予定）
鎌倉時代に始まった祭で、その年の豊作を感謝し
翌年の豊穣を祈念するため農作物を奉納するとと
もに、3回の笑いを神様に献上するという全国的に
も珍しい神事です。
問い合わせ先／（一社）防府観光コンベンション協会
☎0835-25-2148 FAX0835-25-4537
HP https://visit-hofu.jp
□

山口市名田島1218-1

12月7日（土）
〜15日（日）
山口

山羊の日特別展示

会場／中原中也記念館
山口市湯田温泉1-11-21
時間／9:00〜17:00
12月10日、中原中也の第一詩集『山羊の歌』が刊
行されたことを記念して、特別展示を行います。■
入館料：一般330円、学生220円、70歳以上・18歳
以下無料

時間／13:00〜15:30
山口大学よさこいやっさん!!のオープニングアトラ
クション、よさこい演舞で幕を明け、人権啓発ポス
ターと人権作文の表彰、ミスターダイバーシティこ
と、にしゃんた氏の講演等を行います。■入場料：無
料※託児が必要な場合は、12月６日（金）までに要
事前申し込み
問い合わせ先／山口市人権推進課
☎083-934-2767

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

12月8日（日）
宇部

オーガニックフェアうべ

会場／ときわ湖水ホール
宇部市大字沖宇部254
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12月14日（土）
防府

第10回
お笑い講
世界選手権大会

会場／デザインプラザHOFU
防府市八王子2-8-9

す。随時工作は1日2種類用意しています。■入館
料：高校生以上310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■定員：有料工作は各回16人（1日4回）、無
料工作は定員なし。■チケット販売所：有料工作は
館内で販売

問い合わせ先／世界お笑い協会
【（一社）防府観光コンベンション協会内】
〒747-0029 防府市松崎町11-19
☎0835-25-2148 FAX0835-25-4537
info@hofu-kan.or.jp
HP https://www.hofu-kan.or.jp
□

防府

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
□

講演会&
ギャラリートーク
「文化財から平成の
防府を振り返る」

会場／防府市文化財郷土資料館

時間／13:00〜
12月の第1日曜日に執り行われる、防府市大道小
俣地区の伝統行事である「笑い講」を広く一般に、
また世界に向けて発信しようと行われているのが、
この「お笑い講世界選手権大会」です。3人1チー
ムで、2チームが向かい合って笑いの対戦をしま
す。1人目は「感謝の笑い対戦」、2人目は「祈りの
笑い対戦」、3人目は「再出発の笑い対戦」を行い
ます。
「品格」
「迫力」
「会場を幸せにする笑い」を
評価項目として審査員がジャッジします。当日は、
世界中の笑いが防府市に集まる素敵な1日になり
ます。■申し込み方法：はがき・FAX・メールのいず
れかで、チーム名、チームの特徴、代表者の住所、
氏名、電話番号、参加者全員の氏名をお知らせくだ
さい。

12月22日（日）

防府市桑山2-1-1
時間／10:00〜12:00

12月21日（土）
防府

クリスマス
おはなし会

会場／防府市立防府図書館
お話のへや
防府市栄町1-5-1
時間／14:30〜
防府図書館でクリスマスおはなし会を行います。絵
本の読み聞かせ、手遊び、パネルシアターの他、ク
リスマス飾りを作る簡単な工作もあります。対象
は、幼児から小学校低学年くらいまでのお子さんと
その保護者です。■定員：先着30人■申し込み方
法：来館または電話で、参加されるお子さんの氏
名、参加保護者人数、連絡先電話番号をお知らせく
ださい。■申し込み開始日：12月1日（日）9:30
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
HP https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
□

12月21日（土）〜24日（火）
山口

大内の灯in雪舟庭

企画展「平成のほうふと文化財」に関連して、吉瀬
勝康(NPO文化遺産トラストほうふ代表）さんにご
講演いただきます。■料金：無料
問い合わせ先／防府市教育委員会文化財課
〒747-0808 防府市桑山2-1-1
☎0835-25-2532
bunka@city.hofu.yamaguchi.jp

12月22日（日）
山陽
小野田

第13回やまぐち
少年少女合唱祭
in山陽小野田

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）
時間／開演14:00
2007（平成19）年度から毎年開催されている合
唱の祭典「やまぐち少年少女合唱祭in山陽小野
田」を今年も行います。子どもたちの美しい歌声が
重なり合い、様々な団体が参加します。最後には全
団体での全体合唱を披露します。ぜひお越しくださ
い。■入場券：500円、高校生以下無料
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/

会場／常栄寺雪舟庭
山口市宮野下2001-1

12月21日（土）、22日（日）
防府

ソラールのクリスマス
2019

会場／防府市青少年科学館
（ソラール）
防府市寿町6-41
時間／9:30〜17:00
（入館は16:30まで）
クリスマスキャンドルなどの工作、防府フィルハー
モーニーオーケストラのメンバーによるアンサンブ
ルコンサート、アニメビデオの上映、防府市少年少
女発明クラブの作品展示など、親子で楽しめるイ
ベントが盛りだくさんの2日間です。工作には別途
材料費の必要なものと、無料の随時工作がありま

時間／17:30〜20:00
（最終入場は19:30）
大内文化を伝える名所常栄寺雪舟庭を幻想的な灯
りでライトアップします。■料金：300円（小学生以
下無料）
問い合わせ先／山口観光コンベンション協会
☎083-933-0088
HP http://yamaguchi-city.jp/
□

2020年1月5日（日）
宇部

けん玉で
元気になろう
&見学ツアー

会場／宇部市渡辺翁記念会館
宇部市朝日町8-1
時間／14:00〜
年齢別に分かれて、3分間でどれだけ「もしかめ」
ができるか競います。また、渡辺翁記念会館の館内
を散策して、建築のすばらしさを学びます。■持参
品：けん玉（貸出可、数に限りあり）■料金：無料■定
員：先着30人■申し込み方法：電話
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355
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