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本年は、水墨画で知られ

る室町時代の画僧・雪舟の

生誕から６００年の節目の

年です。 

本市では、この歴史的な出来事を好機と捉え、「山口ゆめ回廊博覧会」プレイベントにお

ける、本市の主要な取組の一つとして、雪舟生誕６００年関連記念事業を展開いたします。

当該記念事業の概要については下記のとおりです。 

 

 

 

 

１．実施期間  令和２年９月から１１月 

 

 

 

２．実施場所  大内文化特定地域及び常栄寺雪舟庭、山口駅周辺等 

 

 

 

 

 

 

 

件 名： 雪舟生誕６００年関連記念事業について 

担当課： 

・雪舟生誕６００年関連記念事業全般/文化施設実施イベントに関すること 

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） 

・山口ゆらめき回廊/山口市観光周遊 1日乗車券に関すること 

 交流創造部観光交流課（電話：083-934-2810） 

・山口市歴史民俗資料館/雲谷庵跡に関すること 

 教育委員会文化財保護課（電話：083-920-4111） 

（様式４） 
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３．広報展開について 

 

①雪舟生誕６００年 ロゴマークについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   雪舟生誕６００年に係る気運の醸成及び当該記念事業の周知を目的とした、ロゴマ

ークを統一的に用います。 

   雪舟を庇護し、その創作活動を支えた室町時代の守護大名・大内氏の「大内菱」をデ

ザインモチーフとし、カラーリングには、当時の華やかな大内文化を連想させる金（疑似

色）と大内塗の特徴である「大内朱（古代朱）」をイメージさせる赤を用いています。 

エッジはシャープでありながら、部分的に墨溜まりをイメージしたアールを施したフォ

ルムで、総合的にはポップな印象を与えるデザインとなっています。 

 

 

 

②雪舟と大内氏・大内文化をテーマとしたシティプロモーション 

雪舟生誕６００年を好機として、雪舟と大内氏の関係を分かりやすく紹介するプロモ

ーション動画を作成、公開し、本市の認知度の向上、シビックプライドの醸成等を図りま

す。 

作成した動画は、Web 広告として展開するとともに、YouTube 等のＳＮＳや関係施

設で公開します。 

公開時期等の詳細については、後日お知らせします。 

 

公開日程：令和２年９月上旬～１１月下旬（予定） 
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４.記念事業概要 

 

（１）山口情報芸術センター特別企画展 

 

 ２０１３年に、音楽家・坂本龍一氏が山口情報芸術センター[YCAM]（以下「ＹＣＡＭ」）、

高谷史郎氏とともに製作した２作品、坂本龍一+YCAM InterLab  「Forest 

Symphony」 と坂本龍一+高谷史郎 「water state 1」 を展示します。 

 両作品ともに、坂本氏が長年関心を持ち続けてきた自然や環境をテーマとしたものであ

り、日本人が育んできた自然観や芸術文化の流れを踏まえた、雪舟生誕６００年記念に 

ふさわしい作品です。今回は、ＹＣＡＭを飛び出した特別な空間で展示いたします。 

 

 

① Forest Symphony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画僧・雪舟ゆかりの地であるとともに、本市を代表する国指定史跡及び名勝・常栄寺雪

舟庭を舞台に、樹木が発する微弱な生体電位を音（音楽）に変換、表現するインスタレー

ション作品の新バージョンを展示します。 

本市が有する歴史文化資源と先端的芸術表現のコラボレーションを試みる本作は、新

たな芸術表現の可能性や楽しみ方を提案する、雪舟生誕６００年を象徴する作品となりま

す。本作品展示は、ユニークベニューを推進する本市の取り組みの一環として実施するも

のです。 

 

 

 

坂本龍一＋YCAM InterLab「Forest Symphony」(2013) 常栄寺雪舟庭 
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展示期間 令和２年１０月３日（土）～令和２年１２月６日（日） 

会   場 常栄寺雪舟庭（裏書院） 

開園時間 8:00～17:00（ 11月～3月は 16:30閉園）/年中無休 

観 覧 料 無料（常栄寺雪舟庭入場料は別途必要） 

※大人 300円（270円）/学生（高・中） 200円（180円） 

小学生以下 無 料 括弧内料金は団体（20名以上）割引料金。 

※障がい者手帳をお持ちの方 大人・学生（中・高） 150円/付き添いの方１名 150円 

 

 
 

② water state １ 

水が見せる様々な表情を、水そのものを素材として用い

たインスタレーション作品を展示します。 

本作品は、大内文化特定地域や中心商店街及び山口ゆ

め回廊博覧会プレイベント関連事業等への回遊促進を図

る観点から、ＪＲ山口駅周辺にサテライト会場を設け展示し

ます。 

 

展示期間 令和２年１０月３日（土）～令和２年１２月６日（日） 

会   場 YCAMサテライトA（山口市駅通り 1丁目 5-27） 

観 覧 料 無料 

 

※展示２作品に係る詳細等別紙  

 

 

 

（２）山口県立美術館と YCAMの雪舟関連連携事業 

  雪舟関連作品をコレクションする山口県立美術館とＹＣＡＭが連携し、雪舟や山水画、

水墨画などに対する理解を深めるワークショップを開催します。 

 

展示期間 詳細後日 

会   場 山口県立美術館 

観 覧 料 有料（展覧会入場料に含まれるため金額未定） 

 

 
 
 

坂本龍一＋高谷史郎「water state １」(2013) 



令和２年７月山口市長定例記者会見 

記者発表資料 

（３）十朋亭維新館企画展「萬代家と常栄寺」 
 

明治維新ののち、萬代家の人々は「雪舟庭」で

有名な常栄寺を、物心両面で支えてきました。展

示では、常栄寺を介して萬代家に伝えられたと考

えられる書や工芸品を公開するとともに、常栄寺

の歴史について紹介します。 

また、萬代家主屋では、山口近隣の伝雪舟作庭

園の写真を展示します。 
 

展示期間 前期：令和２年９月９日（水）～令和２年１０月２６日（月） 

後期：令和２年１０月２８日（水）～令和２年１２月２１日（月） 

会   場 十朋亭維新館 本館展示室及び萬代家主屋 

開館時間 9：00～17：00 

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～1月 3日） 

観 覧 料（本館展示室観覧のみ有料） 高校生以上２００円、小中学生１００円 

 

 

 

（４）馬場良治展～雪舟生誕６００年～ 月・雪・風―心に 

 

墨にこだわり、墨で描くことを模索しながら研究している、文

化財建築物修復師・日本画家の馬場良治氏の展覧会を開催し

ます。今回は、雪舟生誕６００年を記念して、「雪舟」をテーマに展

示を行うほか、墨を使ったうちわ作りを体験できるワークショップ

や、ギャラリートークを実施します。 

  

① 作品展示 

展示期間 令和２年９月１６日（水）～９月２７日（日） 

会   場 クリエイティブ・スペース赤れんが 

開館時間 9：00～17：00 

休 館 日 月曜日(祝祭日の場合はその翌日)、 

祝日の翌日(土・日に当たる日を除く) 、年末年始(12月 29日～１月５日) 

観 覧 料 無料  

 

 

馬場良治 「瀑」 

十朋亭維新館 
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② 馬場良治展ワークショップ「墨を使ったうちわ作り」 

開催日時 令和２年９月２１日（月・祝） 

１０：３０～１２：００/１４：００～１５：３０ 

会   場 クリエイティブ・スペース赤れんが 

参 加 費 ５００円／対象 小学生以上 各回１０名 

申 込 み ９月１日（火）１０時～９月６日（日）予約受付（申し込み多数の場合は抽選） 

 

③ 馬場良治展ギャラリートーク 

開催日時 令和２年９月１９日（土）、２０日（日） 各日１７時～ 

会   場 クリエイティブ・スペース赤れんが 

参 加 費 無料／定員 各日３０名 

申 込 み ８月１２日（水）１０：００～ 定員になり次第締切 

※②、③の申込み先：クリエイティブ・スペース赤れんが（TEL：083-928-6666） 

 

  【馬場良治氏プロフィール】 

1949 年宇部市出身。東京藝術大学美術学部日本画科卒業。同大学院保存修復技

術専攻修了。文化庁の依頼で、全国の国宝（三十三間堂、興福寺三重塔、北野天満宮

本殿、平等院鳳凰堂など）や重要文化財の彩色調査と復元を手がける。 

この間独自の作風を模索しながら絵画展を約 10回開催。 

2017年に紺綬褒章、2018年に中国文化賞、2019年文化庁表彰 

現在、国、選定保存技術保持者。文化庁の文化財建造物保存修理研修講師。イコモ 

ス会員。 

 

（５）雪舟生誕６００年記念スタンプラリー 

 

当該記念事業に係る来訪者の回遊促進等を目的として、文化施設及び常栄寺雪舟庭

を巡るスタンプラリーを実施します。ゴールの常栄寺雪舟庭では、下記期間中、各日先

着５０名限定で抹茶をサービスいたします。 

 

実施期間（スタンプ押印期間）    令和２年９月１６日（水）～９月２７日（日） 

   常栄寺雪舟庭での抹茶サービス  令和２年９月１９日（土）～２２日（火・祝）、 

２６日（土）～２７日（日）の計６日間 

立ち寄りポイント クリエイティブ・スペース赤れんが、十朋亭維新館→ゴール 常栄寺雪舟庭 

参加費 無料（雪舟庭の入場料は別途必要。十朋亭維新館は本館展示室観覧のみ有料） 

          常栄寺雪舟庭入場料  （１）①に同じ 

         十朋亭維新館本館展示室観覧料 (３）に同じ 
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（６）山口市菜香亭特別企画展及びイベント 

 

① 特別企画展「風水のまち山口」 

山口に残る中世風水を紹介する企画

展を開催するとともに、祇園「菜香亭」に

伝わる狩野派の屏風２点（前期：佐伯圭山 

一双二曲押絵貼り/後期：伝雲谷等益  

一双六曲押絵貼り）を展示します。 

 

展示期間 令和２年９月１６日（水）      

～１１月１５日（日） 

会   場 山口市菜香亭 

開館時間 9：00～17：00 

休 館 日 火曜日(祝祭日の場合はその翌日)、年末年始(12月 29日～１月５日) 

観 覧 料 大人(高校生以上) １００円/小人(小・中学生) ５０円/未就学児 無料 

 

  ※特別展示に合わせ、墨絵を描く体験ができる「なりきり雪舟～みんなでつくろう長巻

図」（会場：大広間中の間）や、雲谷庵跡に設置する雪舟の顔出しパネルを使って、お

越しいただいた方々に SNS等で画像等を発信いただく参加型企画を実施します。 

 

 

② Mission Impossible! 捕獲せよ！雪舟の消えた牧牛！ 

山口市菜香亭館内において、雪舟作「倣李唐牧牛図（牧童）」をモチーフに、絵の中か

ら牛が逃げ出したというストーリーに沿って、牧牛の絵を重ね捺しスタンプでつくってい

ただく企画を実施します。 

展示期間、会場等は①に同じ 

 

 

③ 作ってワクワク！～雪舟の庭ワークショップ 

水墨画のみならず、作庭も手掛けたといわれる雪舟にちなむとともに、日本庭園、日

本文化に親しみをもっていただくことを目的として、箱庭制作ワークショップを開催しま

す。 

 

   開 催 日 令和２年１０月１０日（土） ９：３０～１１：３０ 

   開催場所 山口市菜香亭 

   参加料等 未定 

伝雲谷等益 一双六曲押絵貼り 
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（７）大内文化特定地域にぎわい創出ナイトイベント 

「大内ナイト２～月と LOVE SONG」 

 

昨年に引き続き、大内文化特定地域の   

にぎわい創出及び本市の歴史文化資源の周知

促進を目的としたナイトイベント「大内ナイト２～

月と LOVE SONG」を開催します。 

 今回は、島根県松江市在住のシンガーソング

ライターで、全国各地で音楽活動を展開される

とともに、舞台では、女優の小泉今日子さんとも共演されている浜田真理子さんのライブ

（ピアノ＋サックス）のほか、雪舟関連映像の上映、大学生のダンスステージ、グルメキッチ

ンカーフードコートなどを実施します。 

※浜田真理子さんプロフィール別紙 

 

開催日時 令和２年１０月２４日（土） １７：３０～２０：３０（予定） 

会   場 山口市菜香亭 歴史巡りの庭 

入 場 料 無料 

 

 

（８）山口市歴史民俗資料館企画展 

及びイベント 

 

① 企画展「雲谷庵展」 

雪舟および雲谷派絵師が水墨画      

創作のアトリエとしたことで知られる

「雲谷庵」は、明治初年に失われてし

まいますが、その後、山口県の修史

事業に貢献した近藤清石などの有志により再建され、定期的に短歌の会が催されてい

ました。 

  本企画展では、この会で詠まれた短歌を中心に、市民と雲谷庵の関係性や歴史をひ

も解きます。 

  

展示期間 前期：令和２年 10月 10日（土）～令和２年１1月 8日（日） 

後期：令和２年 11月 10日（火）～令和２年１２月 6日（日） 

展示会場 山口市歴史民俗資料館 第１展示室 

開館時間 9:00～17:00(入館は 16:30 まで) 

大内ナイトの様子（2019） 

雲谷庵跡 



令和２年７月山口市長定例記者会見 

記者発表資料 

休 館 日 月曜 (祝日の場合は翌日)、年末年始 

観 覧 料 18歳以上・70歳未満は 110円 

障がい者手帳をお持ちの方及び付添の方は無料 

 

 

② 雲谷庵展関連企画「雲谷庵で歌会を」 

 

① の企画展の開催に合わせて、市内外から広く短歌を募集し、雲谷庵跡建物及び  

歴史民俗資料館で展示します。 

  

募集期間 令和 2年７月１５日（水）～令和 2年 8月 31日（月）必着 

   展示会場及び期間 山口市歴史民俗資料館  ①の展示期間等に同じ  

雲谷庵跡 令和2年 10月24日（土）～令和 2年 12月6日（予定） 

※雲谷庵跡の観覧時間 9：00～17：00 

   観 覧 料 山口市歴史民俗資料館  （８）①に同じ  

雲谷庵跡 観覧無料 

   ※大賞１首、優秀賞３首、佳作６首程度を選出します。 

     入賞者には山口の特産品をご用意しています。 

     

 

（９）秋吉台国際芸術村滞在制作プロジェクト  

望月めぐみ「透かし見る雪舟（Layer of SESSHU）」（共催事業） 

  

２０２０年度秋吉台国際芸術村アーティスト・イン・レジデンス フェローシップ・プログラ

ム招聘作家 望月めぐみ氏が「雪舟～山口から大陸へ向けられた視線～」をテーマに滞在

制作された切り絵作品を、雲谷庵跡で展示します。 

   

展示期間 令和２年１０月１６日（金）～令和２年１０月１８日（日） 

   展示会場 雲谷庵跡（観覧時間は（８）②に同じ） 

観 覧 料  無料       
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（１０）専門家と観賞する二つの伝雪舟庭園 

  

雪舟作庭と伝わる二つの国指定文化財「常栄寺庭園」と「常徳寺庭園」に込められたス

トーリーを、庭園の専門家 鈴木誠氏（東京農業大学名誉教授）の解説により、紹介いたし

ます。 

開催日時 令和２年１０月１０日（土）  １４：００～ 於：常徳寺庭園 

１１日（日）  １０：００～ 於：常栄寺庭園 

申 込 み 市報９月１５日号にて、申し込み方法などをお知らせいたします。 

参 加 料 各回 100円（保険料） 

（常栄寺雪舟庭入場料（（１）①に同じ）は別途必要 ） 

 

 

 

（１１）山口ゆらめき回廊 

 

ライトアップされる国宝瑠璃光

寺五重塔を擁する香山公園の散

策路に、約 1,000個のキャンドル

を灯し、幻想的な雰囲気を演出

するイベントです。 

１０月１０日（土）・１１日（日）は、

特別演出として、キャンドルを色

鮮やかな７色の灯りとするととも

に、香山公園内満月の庭でコン

サートを開催します。しっとりとしたキャンドルの灯りが彩る山口の夜をお楽しみください。 

開催日時 令和２年９月２６日（土）、２７日（日）、１０月１０日（土）、１１日（日） 

会   場 香山公園／入 場 料 無料 

キャンドル点灯時間  18：３０～21：00（予定） 

コンサート開催時間(１０月１０日、１１日）  

19：00～19：30／ 20：30～21：00（予定） 

 

 

 

 

 

 

山口ゆらめき回廊 
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（１２）山口市観光周遊 1日乗車券 

 

令和元年度に引き続き、ワンコイン（500 円）で  

山口市コミュニティバス(全路線）＆周遊タクシー（国

宝瑠璃光寺五重塔・常栄寺雪舟庭・山口市菜香亭の

3カ所）に、１日に何度でも乗り降りできる 1日乗車券

を販売します。 

当該事業は、観光客等の交通手段の確保及び利

便性の向上、湯田温泉から大内文化ゾーンへの誘客

促進を目的に実施するものです。 

ＪＲ山口駅から五重塔前を周遊するコミュニティバス内では、やまぐち萩往還語り部の

会による車内観光案内を実施します。 

 

実施期間 令和２年９月～１２月の土日祝日（全 38日間） 

料   金 ５００円（小学生２５０円）  

販売場所 コミュニティバス・周遊タクシー車内 

市各観光案内所（新山口駅南口を除く）４ヵ所 

防長交通（株）西京橋案内所・新山口駅案内所 

 

 

 

（１３）JAFデジタルスタンプラリー「益田・山口雪舟回廊コース」（益田市との連携事業） 

  

雪舟生誕６００年を記念し、本市と同様に伝雪舟庭園を有する益田市との連携のもと、

雪舟ゆかりの地及び両市域への回遊促進を図るため JAF デジタルスタンプラリーに参加

しています（主催：一般社団法人 日本自動車連盟 中国支部/中国５県２６コース）。 

両市が設定した「益田・山口雪舟回廊コース」の５つの立ち寄りポイントを巡り、スマート

フォン等でオリジナルのデジタルスタンプをすべて集めていただいた方には、抽選で両市

の特産品をプレゼントする企画です。 
 

実施期間 令和２年６月１９日（金）～１２月２３日（水） 

※当初、４月２０日（月）開始の予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大を受け、上 

記期間に変更となりました。 

立ち寄りポイント 益田市：医光寺庭園、萬福寺庭園 

山口市：常栄寺庭園・常徳寺庭園・雲谷庵跡 

 

やまぐち萩往還語り部の会による車内観光案内の様子 
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取組の詳細（下記ホームページを参照願います） 

□「【JAFデジスタ】中国 5県×JAFスタンプラリー2020」ホームページ 

https://www.jaf.or.jp/jafnavi/driveguide/special/digista/index.php 

 

※JAFデジタルスタンプラリーについては、上記コースに併せて、山口ゆめ回廊博覧会

の取組として、山口県央連携都市圏域の６市町（山口市・宇部市・萩市・防府市・美

祢市・島根県津和野町）を周遊範囲とした「山口ゆめ回廊博覧会先取りコース」を設

定しています。 

 

 

 

 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止に係る取組 

各種イベント等事業の実施にあたっては、ソーシャルディスタンスの確保や手指消毒液

の設置、施設内の換気等を徹底するほか、お越しいただく方々にはマスクの着用をお願

いするなど、新型コロナウイルス感染予防に必要な対策を講じます。 

なお、感染状況の推移等により、急遽開催を延期又は中止させていただく場合がありま

す。 

https://www.jaf.or.jp/jafnavi/driveguide/special/digista/index.php

