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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 を ご 紹 介 し ま す 。
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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萩市

津和野町

8月15日（土）、
9月19日（土）、
10月17日（土）

12月8日（火）
まで

栗本格斎画集限定公開

はぎマルシェ

Pick Up

Pick Up

美祢 市

山口市

8月22日（土）

前期：8月2日（日）
まで
後期：8月4日（火）〜9月22日（火・祝）
企画展
「闘鶏乱舞
−山口の闘鶏踊・
腰輪踊−」

令和2年度
山口県立大学・美祢市
サテライトカレッジ
『日本文学に親しむ
−中世・近世・近代文学
から−』『 平家物語』
「那須与一」を読む

Pick Up

防府市

Pick Up

山陽小野 田 市

Pick Up

8月30日（日)まで

宇部市

歴史民俗資料館
常設特設コーナー
「戦争資料」

8月1日（土）
〜
9月22日（火・祝）

柳原義達 特集展示
本物を見てみよう!

新型コロナウイルスの影響により、中止または延期する場合があります

8月17日（月）
まで

企画展
「りおたの
スポーツ
名場面集
2020」
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前期：8月2日（日）
まで
後期：8月4日（火）
〜
9月22日（火・祝）
山口

企画展
「闘鶏乱舞
−山口の闘鶏踊・
腰輪踊−」

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
（入館は16:30まで）
山口市に伝わる「阿知須闘鶏踊」、
「陶腰輪踊」、
「鋳銭司腰輪踊」を中心に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）
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/
□

問い合わせ先／萩市まちじゅう博物館推進課
☎0838-25-3290

8月17日（月）
まで
防府

企画展
「りおたのスポーツ
名場面集2020」

時間／9:00〜16:30
（12:00〜13:00の間は
消毒作業のため入館不可）
戦後70年を過ぎ、注目されているのが戦時下にお
ける人々の生活です。平和な世の中が続くために
も、市民の身の回りにどんなものがあったかを知
り、次世代へ伝えていく機会となるよう当館収蔵の
戦争資料を紹介します。■内容：年賀はがき、冊子
「家庭防空第一号」、汽車時刻表、レコード、婦人倶
楽部付録、愛国百人一首等■同時開催：
１階常設民
俗資料コーナー「夏の道具」を展示中! 今では見か
けなくなった昔の暮らしの道具を期間限定で展示。
■観覧料：無料■休館日：月曜、祝日、8月11日（火）
問い合わせ先／山陽小野田歴史民俗資料館
☎0836-83-5600
HP https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
□
site/rekimin/sensou2020.html

会場／アスピラート
2階展示ホール
防府市戎町1-1-28
時間／10:00〜17:00
（入場は16:30まで）
あの名場面が大迫力のイラストでよみがえる! 世界
で闘うトップアスリートの数々の名場面を、スポーツ
イラストレーターの“りおた”さんが余すことなく描き
まくります。懐かしのあの場面から、日本中が涙した
感動のシーン、そして記憶に新しい最新の名場面ま
で、約170点のスポーツイラスト作品を紹介しま
す。■入場無料・日時予約制■各回50人（30分前
入場）■申し込み方法：電話またはHP（詳細はアス
ピラートHPをご覧ください）■休館日：火曜
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5151（アスピラート）
HP http://aspirante-hofu.com/
□

9月6日（日）
まで
萩

8月16日（日）
まで
萩

古写真展
「萩の町並み」

会場／平安古かいまがり交流館
萩市平安古145-1

渡辺蒿蔵旧宅
萩市江向5
時間／9:00〜17:00
萩の町並み（平安古地区・江向地区）を古写真で紹
介します。懐かしい萩の風景をお楽しみください。
■入館料：無料■休館日：水曜

企画展
「はぎ博
夏展コレクション」
（事前予約制）

会場／萩博物館
萩市大字堀内355

8月30日（日)まで

歴史民俗資料館
常設特設コーナー
「戦争資料」

山陽
小野田

会場／山陽小野田市
歴史民俗資料館
山陽小野田市栄町9-21

時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）
萩博物館が「いきもの」をテーマに、過去13年にわ
たって開催してきた夏の親子向け展示会。その魅
力を振り返りつつ、展示に登場した標本や資料から
萩博物館所蔵の逸品をよりすぐって再展示します。
さらに、家族で自宅にいながら展示物を鑑賞した
り、展示テーマに関連した体験プログラムに取り組
んだりすることのできる動画も配信します。■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
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問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
HP https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htm
□

幕末維新の人々が「神」や「妖」などと呼び恐れて
いた不可思議な出来事を、当時の人々の生きざま
とともに紹介します。小学生には、夏休みの自由研
究ツール「企画展オリジナルワークシート」を配布
します。■入館料：大人200円、小人100円■チ
ケット販売所：十朋亭維新館■休館日：火曜（祝日の
場合は祝日でない翌日）

9月22日（火・祝）
まで
防府

問い合わせ先／十朋亭維新館
☎083-902-1688
HP https://jippotei-ishinkan.jp/
□

9月9日（水）
まで
津和野

企画展 安野光雅の
裸婦デッサン

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／9:00〜17:00

9月6日（日）
まで
防府

企画展
「戦国大名毛利氏
の宝物」

会場／毛利博物館

近年、安野光雅さんのアトリエから約60点の裸婦
デッサンが発見されました。1970年代に描かれた
と推測され、絵の修行を思わせるものとして大変貴
重な作品です。鉛筆や水彩絵具などを用いた優し
く瑞々しい女性像を通して、絵本とはまた異なった
作品世界をお楽しみいただけます。■入館料：一般
800円、中高生400円、小学生250円■休館日：木
曜（祝日は除く）
問い合わせ先／安野光雅美術館
☎0856-72-4155

防府市多々良1-15-1

防府市少年少女
発明クラブ
未来の科学の
夢絵画展〜科学の夢は
ここから始まる〜

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）
未来の科学の夢絵画展は、
（公社）発明協会が毎年
募集しているもので、全国の幼稚園・保育園・小学
校・中学校のみなさんが未来の科学を描いた絵画
作品の中から全受賞作品を展示する展覧会です。
今年は新型コロナウイルス感染拡大防止対策の影
響で全国の絵画作品の展示はありませんが、当館
で活動している防府市少年少女発明クラブから応
募した全作品32点を展示します。防府市少年少女
発明クラブの子どもたちが思いを込めて一生懸命
描いた、
『未来の科学』の作品をぜひご覧ください。
※企画展「へんしん! 錯覚立体展」と同時開催■休
館日：月曜（祝日の場合は翌平日）、ただし、8月1日
（土）〜8月23日（日）は休まず開館します。また、9
月8日（火）〜9月11日（金）は館内メンテナンスの
ため臨時休館いたします。
問い合わせ先／防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール）
HP http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp
□

時間／9:00〜17:00
1560（永禄3）年拝領の錦直垂は、毛利元就・隆元
父子が大名とされた証として大切にされました。錦
直垂はじめ、戦国大名毛利氏の宝物から、戦国時
代の毛利氏について紹介します。■入館料：大人
700円、小中学生350円※団体料金（20人以上）
は料金の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/
□

9月22日（火・祝）
まで
防府

9月14日（月）
まで
山口

企画展
「料亭『祇園菜香亭』
夏のおもてなし
〜涼やかな演出〜」

会場／山口市菜香亭

9月7日（月）
まで
山口

夏休み特別企画展
「神と妖（あやかし）
の幕末維新」

会場／十朋亭維新館
山口市下竪小路112
時間／9:00〜17:00

山口市天花1-2-7
時間／9:00〜17:00
暑い夏を乗り切る工夫やしつらいなど料亭「祇園
菜香亭」の夏のおもてなしをご覧いただきます。ま
た、当館初公開となる古伊万里を展示しています。
■入館料：大人100円、小人50円（含大広間観覧）
■休館日：火曜
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
HP https://www.c-able.ne.jp/〜saikou/news/
□
news-kikakuten.html

パネル展
「お月さま〜近いけど
ナゾのある天体〜」

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）
月は、地球から一番近い天体で、地球に様々な影
響を与えています。しかし、身近な天体なのに、
我々の知らない謎もあります。今回のパネル展で
は、約30点の写真や図と解説パネルなどで月の謎
を分かりやすく解説します。※企画展「へんしん! 錯
覚立体展」と同時開催■休館日：毎週月曜（祝日の
場合は翌平日）、ただし、8月1日（土）〜8月23日
（日）は休まず開館します。また、9月8日（火）
〜9月
11日（金）は館内メンテナンスのため臨時休館い
たします。
問い合わせ先／防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール）
HP http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp
□

02

2020.8_Aug.

9月30日（水）
まで
萩

世界遺産登録5周年
萩観光キャンペーン
「日本の志（こころ）が
ここにある。」
萩の世界遺産5資産
をめぐる謎解き
宝探しゲーム

会場／世界遺産
萩城下町ほか4カ所

時間／9:00〜18:00
中原中也が生きていた昭和初期は、東京に日本初
の地下鉄ができるなど、交通網が発達し、鉄道の高
速化が進んだ時代でした。山口では妻と幼い息子
とともにガソリンカー（ガソリンで走る鉄道車両）で
移動したり、鎌倉ではバスに乗って友人を訪ねたり
するなど、様々な交通手段が中也の生活を支えて
いました。本展では、当時の資料をひもときながら、
中也の詩に描かれる鉄道や船といった乗り物のイ
メージを探ります。■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（祝日の場合は翌日、ただし8月11日、9月22日
は開館）、毎月最終火曜、9月23日（水）
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
HP http://www.chuyakan.jp/
□

萩市大字堀内ほか

12月8日（火）
まで
津和野

栗本格斎画集
限定公開

会場／日本遺産センター
島根県鹿足郡津和野町後田ロ253
時間／9:00〜17:00
日本遺産「津和野今昔〜百景図を歩く〜」は平成27
年に文化庁の認定を受け、今年で5周年になりまし
た。センターでは5周年を記念して、
「津和野百景
図」の作者栗本格斎による画集を初公開します。
「百
景図」とも関連するような面白い絵や正統派の画家
らしい花鳥風月の絵など格斎のさまざまな側面を見
ることのできる資料です。この機会にぜひご覧くださ
い。■休館日：月曜（祝日の場合はその翌日）
問い合わせ先／日本遺産センター
☎0856-72-1901

時間／発見報告は9:00〜17:00
萩市内の観光施設等で参加キットを入手して謎解
き
『うちら! ななゆめ調査団! 特別編／忠猫フサと手
向けの椿』
に挑戦。世界遺産「明治日本の産業革命
遺産」の構成資産である「萩城下町」
「大板山たた
ら製鉄遺跡」
「萩反射炉」
「松下村塾」
「恵美須ヶ鼻
造船所跡」に眠る宝箱を探し出してキーワードを見
つけよう! 正しいキーワードを見つけた方にはオリ
ジナルグッズをプレゼントします。
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
HP https://www.hagishi.com/
□
kankoukacampaign2020/

12月20日（日）
まで
11月30日（月）
まで
萩

萩八景遊覧船 運航

会場／堀内〜橋本川
萩市堀内122-1
（指月橋そば・萩城跡入口付近）
時間／9:00〜16:00

11月15日（日）
まで
山口

企画展Ⅰ
「＜汽車が速いのは
よろしい＞―
中也の詩と乗り物」

会場／中原中也記念館
山口市湯田温泉1-11-21

萩城跡横の指月橋をスタートし、堀内地区から平安
古の旧田中別邸先でUターンし玉江を眺める、約
40分のコースです。7月中旬から8月下旬には、特
別コース「日本海観賞コース」を運航します。箱メ
ガネによる日本海の水中観察が楽しめる体験型
コースをぜひお楽しみください。■大人1,200
（1,000）円、小人600（500）円、3歳未満無料※
（ ）内は団体料金（20人以上）※日本海観賞コース
は特別料金。中学・高校生1,000円、小学生500円
（その他は変更なし）
【貸切】 12,000円 ※10人
以内■定員：12人/隻※天候不良の場合は運休
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
HP http://www.hagishi.com/search/detail.
□
php?d=900060

防府

企画展「へんしん!
錯覚立体展
〜見方を変えると
違ったものが
見えてくる!〜」

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）
鏡を使う、違う方向から見る、光を当てて影にす
る、見る距離を変えるなど見方を変えると、同じも
のなのに、それがまったく別の形に見える、とても
ふしぎな錯視作品を展示します。明治大学研究特
別教授の杉原厚吉さんが手掛けた、
「ベスト錯覚コ
ンテスト世界大会」の優勝作品や、本展のために制
作した日本初の作品も展示します。■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：毎週月曜（祝日の場合は翌平日）、ただ
し、8月1日（土）〜8月23日（日）は休まず開館しま
す。また、9月8日（火）〜9月11日（金）は館内メン
テナンスのため臨時休館いたします。
問い合わせ先／防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール）
HP http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp
□
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2021年2月14日（日）まで
山口

テーマ展示
「教科書で読んだ
中也の詩
―思い出の一篇」

会場／中原中也記念館
山口市湯田温泉1-11-21
時間／9:00〜18:00（5月〜10月）
9:00〜17:00（11月〜4月）
中原中也の詩は、中学校・高等学校の国語教科書に
採用されることが多く、教科書で出会ったという方
も少なくないと思います。本展では、教科書に掲載さ
れた中也の詩を中心に、中也の詩の魅力や豊かさに
迫ります。教科書で中也の詩を読んだという人はも
ちろん、初めて読むという人も、それぞれの楽しみや
発見がある展示です。■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
（祝日の場合は翌日、ただし8月11日、9月22日は
開館）、毎月最終火曜、9月23日（水）、年末年始

（公式テキスト）は、
「Amazon」または萩市内各所
で 購 入 で き ま す 。詳 し く は 萩 検 定 H P
（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・上級は
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
郵送可。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・上級は萩検定
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で検定事務局まで送
付。初級：どなたでも、中級：当該科目の初級合格
者、上級：当該科目の中級合格者 ■申し込み期
限：中級・上級は11月18日（水）
問い合わせ先／萩検定実行委員会事務局
（萩市まちじゅう博物館推進課内）
〒758-0057 萩市大字堀内355
☎0838-25-3290 FAX0838-25-3142
HP https://hagikentei.com
□

新しい明治という時代を迎えた時、ここ小郡は数あ
る村のひとつにすぎませんでした。
しかし鉄道開通
により驚異的な発展を遂げていきます。そこには小
郡を愛する、的確な判断力と実行力のある3人の男
たちの姿がありました。本企画展では、新山口駅
(旧小郡駅)120年の歴史とSLや新幹線を中心とす
る貴重な資料から迫っていきます。■入館料：無料
■休館日：月曜（祝日の場合翌平日）
問い合わせ先／山口市小郡文化資料館
☎083-973-7071
HP http://cmogori.ec-net.jp/
□

8月1日（土）、2日（日）
山陽
小野田

厚狭図書館朝市

会場／厚狭地区複合施設
自転車置き場前
（厚狭図書館軒下）
山陽小野田市大字鴨庄94
時間／10:00〜12:00

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

昨年度末に除籍した雑誌を無料で譲渡します。同
じ雑誌はお1人様3冊、計10冊まで。■同時開催：
子ども向けクイズ企画、厚狭図書館友の会による
古本市（1冊50円〜）■入場料：無料
問い合わせ先／山陽小野田市立厚狭図書館
☎0836-72-0323
HP http://library.city.sanyo-onoda.lg.jp
□

8月1日（土）
〜9月22日（火・祝）
宇部

8月1日（土）
〜10月18日（日）
山口

通年、12月6日（日）
萩

第2回 萩検定

会場／初級：自宅等
中級・上級：萩市内の施設
時間／初級：2021年3月31日（水）まで随時
中級・上級：
自然9:00〜9:50、
文化10:10〜11:00、
歴史11:20〜12:10、
幕末維新12:30〜13:20
初級は、スマホ等で「いつでも、誰でも、無料」で気
軽に受検できます。コースは、初級・中級・上級の3
コースです。4科目（自然、文化、歴史、幕末維新）
のうち、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

夏の美術室
テイクアウト

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

企画展
おうち制作できる便利な工作キットを販売・サンプ
ル展示します。■休館日：火曜（8月11日、9月22日
新山口駅（旧小郡駅） を除く）
、8月17日（月）
開業120周年記念
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282
「黒耀の鉄神
蒸気機関車 VS
8月1日（土）
白き弾丸 新幹線」
〜9月22日（火・祝）
「鉄道の町」小郡を
宇部 柳原義達 特集展示
愛する住民と運行の
本物を見てみよう!
安全を守る職員たちの
会場／ときわ湖水ホール
鉄道物語

会場／山口市小郡文化資料館
2階「ふるさとの歴史」展示室
山口市小郡下郷609-3
時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）

宇部市大字沖宇部254
時間／10:00〜16:00
戦後を代表する彫刻家であり、UBEビエンナーレ
の草創期から深く関わった柳原義達の特集作品展
示です。■料金：無料■休館日：火曜（8月11日、9
月22日を除く）、8月17日（月）
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問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282

時間／8:30〜17:00
栗本格斎は幕末の津和野の様子を描いた多くの作
品を生み出しました。それらは亀井家に献上され、
お礼の品として亀井家から高級な工芸品などを拝
領しています。今回の展示では、この貴重な拝領品
を初公開します。その他、格斎が描いた絵巻や同時
代の津和野が描かれた絵画資料も展示します。幕
末〜明治・大正時代の津和野の情景を感じてみてく
ださい。■入館料：一般400円、中高生300円、小
学生150円■休館日：火曜（火曜日が祝日の場合は
翌日）
問い合わせ先／津和野町郷土館
☎0856-72-0300

8月2日（日）

宇部

お盆特別早朝開園企画
ときわ動物園早朝開園

会場／ときわ動物園
宇部市則貞3-4-1
時間／8:30〜17:00
期間中、ときわ動物園に入園した人は、ときわ遊園
地の乗り物100円引き。※1人1台限り、一部機種
除く■入園料：一般500円、3歳以上中学生以下
200円、70歳以上250円
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

おいでマルシェ

山口

8月13日（木）
〜15日（土）

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
問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055

8月2日（日）
〜5日（水）
山陽
小野田

山陽オートレース
本場開催
「第2回山本自動車杯」

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
開門時間は10:00、正面入口のみ解放します。ご来
場の際は、新型コロナウイルス感染症対策として、
マスクの着用や入場時の検温等のご協力をお願い
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 https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp
□

8月13日（木）
美祢

会場／美祢市民会館
美祢市大嶺町東分326-1

8月8日（土）
山口

「津和野百景図」と
幕末津和野の情景

津和野

会場／津和野町郷土館
島根県鹿足郡津和野町森村ロ127

時間／10:00〜11:30

れきみんミニ講座
「山口市内の腰輪踊・
闘鶏踊の比較」

会場／山口市歴史民俗資料館
2階学習室

空き家または今後空き家になると思われる家の所有
者等を対象に、司法書士および宅地建物取引士によ
る登記手続き・相続問題・空き家の活用などについ
て、セミナーおよび無料個別相談会を行います。
問い合わせ先／美祢市建設課
☎0837-52-1116
HP http://www2.city.mine.lg.jp/www/
□
contents/1496640865936/index.html

山口市春日町5-1
時間／13:30〜15:00
当館展示担当者による講座を行います。■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）■定員：先着20人
■申し込み期限：8月7日（金）■申し込み方法：電話
またはメール■応募要件：中学生以上
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001
yrekimin@c-able.ne.jp
HP http://www.c-able.ne.jp/〜yrekimin/
□

8月15日（土）、9月19日（土）、
10月17日（土）
萩

はぎマルシェ

会場／中央公園（山縣有朋像周辺）
萩市江向552-2
時間／11:00〜15:00

8月13日（木）
〜15日（土）
宇部

8月5日（水）
〜
11月23日（月・祝）

空き家対策セミナー

お盆特別早朝開園企画
早朝屋外ふれあい動物

萩のおいしい季節野菜や加工品など、農家さんの
おすすめが並びます。11月以降も毎月第3土曜日
開催。■料金：無料※市外からお越しの方は駐車場
代310円が必要です。
問い合わせ先／萩市農政課
☎0838-25-4192

会場／ときわ遊園地
宇部市則貞3-4-1
時間／8:00〜9:00

※雨天中止

広々とした芝生広場で、ウサギやモルモットとのふ
れあいをお楽しみください。
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551
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8月16日（日）

れきみん
ファミリーデー!

山口

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/
□

会場／山口市歴史民俗資料館
山口市春日町5-1
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：龍吐水（ポンプ）■参加費：無料■申し込み
方法：随時受付

8月16日（日）
山口

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/
□

夏休み自由研究講座
「藍で布を染めて
みよう」

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

なエピソードを読み直し、語り物としての面白さを
味わってみたいと思います。■料金：無料■定員：先
着50人■申し込み方法：電話・FAX・はがき・メール
のいずれかで、住所、氏名、電話番号をお知らせく
ださい。■申し込み期限：8月7日（金）
問い合わせ先／美祢市教育委員会 生涯学習スポーツ推進課
〒759-2292 美祢市大嶺町東分326-1
☎0837-52-5261 FAX0837-52-2562
shosupo@city.mine.lg.jp
HP http://www2.city.mine.lg.jp/www/contents/
□
1560490188776/index.html

8月28日（金）
山口

会場／中原中也記念館
山口市湯田温泉1-11-21

時間／13:30〜16:00

8月16日（日）
〜19日（水）

山陽オートレース
本場開催
「キリンビバックス
SummerFIRE
シリーズ6」

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）
時間／10:00〜17:00
開門時間は10:00、正面入口のみ解放します。ご来
場の際は、新型コロナウイルス感染症対策として、
マスクの着用や入場時の検温等のご協力をお願い
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 https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp
□

藍の葉を染液にし、木綿の布を模様染めする藍染
め講座です。■持参物：エプロンもしくは汚れても
よい服装、帽子、水筒■材料費 200円■定員：先
着20人■申し込み方法：電話またはメール■応募
要件：小学3年生〜中学生
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/
□

8月22日（土）
美祢

令和2年度
山口県立大学・美祢市
サテライトカレッジ
『日本文学に親しむ
−中世・近世・近代文学
から−』
『 平家物語』
「那須与一」を読む

会場／美祢市民会館
美祢市大嶺町東分326-1
時間／10:00〜11:30

8月16日（日）、9月20日（日） 『 平家物語 』

企画展「闘鶏乱舞
−山口の闘鶏踊・
腰輪踊−」
ギャラリートーク
（展示解説）

山口

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
時間／13:30〜14:00

巻 十 一「 那
須与一」は、
扇 の 的を射
る名 場 面と
され て いま
すが、正しく
読 解 され て
いるでしょう
か。武具（弓
矢）の形態や
距離の単位
など、正しい
知 識を用 い
ることによっ
て、この有名

中原中也を読む会

時間／13:30〜15:00
気軽におしゃべりしながら、テーマに沿った詩を読
み込んでいきます。8月は第25回中原中也賞受賞
詩集 水沢なお『美しいからだよ』がテーマです。
■入館料：無料■定員：先着5人■申し込み方法：電
話・FAX・HPお問合せ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/
□

8月29日（土）
美祢

令和2年度
山口県立大学・美祢市
サテライトカレッジ
『日本文学に親しむ
−中世・近世・近代文学
から−』
『 雨月物語』
「菊花の約（ちぎり）」
を読む

会場／美祢市民会館
美祢市大嶺町東分326-1
時間／10:00〜11:30
江戸時代中期の読本（よみほん）作品である
『雨月
物語（うげつものがたり）』
は、怪異小説（怪談）の性
格を持っています。
『雨月物語』
に収録される9篇の
短篇のうち、現代でも人気の高い「菊花の約」をと
りあげ、その魅力を紹介します。■料金：無料■定
員：先着50人■申し込み方法：電話・FAX・はがき・
メールのいずれかで、住所、氏名、電話番号をお知
らせください。■申し込み期限：8月7日（金）
問い合わせ先／美祢市教育委員会 生涯学習スポーツ推進課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
☎0837-52-5261 FAX0837-52-2562
shosupo@city.mine.lg.jp
HP http://www2.city.mine.lg.jp/www/contents/
□
1560490188776/index.html
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8月30日（日）
宇部

フィジカル
ディスタンス
コンサートVol.2

がき・メールのいずれかで、住所、氏名、電話番号を
お知らせください。■申し込み期限：8月7日（金）
問い合わせ先／美祢市教育委員会 生涯学習スポーツ推進課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
☎0837-52-5261 FAX0837-52-2562
shosupo@city.mine.lg.jp
HP http://www2.city.mine.lg.jp/www/contents/
□
1560490188776/index.html

会場／宇部市渡辺翁記念会館
宇部市朝日町8-1

問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355

明治維新ののち、
「雪舟庭」で有名な毛利隆元の菩
提寺・常栄寺を、萬代家の人々は物心両面で支えて
きました。展示では、萬代家伝来の品々のなかか
ら、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
についても紹介します。■入館料：大人200円、小
人100円■チケット販売所：十朋亭維新館■休館
日：火曜日（祝日の場合は祝日でない翌日）
問い合わせ先／十朋亭維新館
☎083-902-1688
HP https://jippotei-ishinkan.jp/
□

時間／15:00〜
三隅真実、新造太郎が歌で元気を贈ります。※要予約
■料金：無料■定員：先着200人■申し込み方法：電話

時間／9:00〜17:00

9月5日（土）
宇部

パン教室

会場／アクトビレッジおの
宇部市大字小野7025
時間／10:00〜14:00

9月12日（土）
〜
10月25日（日）
防府

第一次発酵からパン（ロールパン、ハムロール）を
作ります。■持参品：エプロン、三角巾、マスク、筆
記用具、持ち帰り用袋■料金：1,500円■定員：先
着16人■申し込み方法：電話・FAX・メールのいず
れか■申し込み期限：8月28日（金）17:00
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111 FAX0836-64-2800
actvillageono@gmail.com

企画展
「戦国武将の手紙
−家を保ち分国を
おさめ−」

会場／毛利博物館
防府市多々良1-15-1
時間／9:00〜17:00

9月6日（日）
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

毛利元就・隆元・輝元三代の生涯は、激動の時代に
毛利氏を存続させることに費やされました。彼らが
交わした数々の書状から、家の存続と発展にかけ
た彼らの想いを紹介します。■入館料：大人700
円、小中学生350円※団体料金（20人以上）は料
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/
□

時間／9:00〜15:00

9月5日（土）
美祢

令和2年度
山口県立大学・美祢市
サテライトカレッジ
『日本文学に親しむ
−中世・近世・近代文学
から−』芥川龍之介
「奉教人の死」を読む

会場／美祢市民会館
美祢市大嶺町東分326-1
時間／10:00〜11:30
芥川龍之介「奉教人の死」は、1918（大正7）年9
月に雑誌『三田文学』に発表した小説で、キリスト
教が伝来したばかりの長崎を舞台として、ろおれん
ぞと呼ばれる少年の生涯が描かれています。この
小説を読んで、換骨奪胎の名手と言われる芥川龍
之介の小説作法について、お話ししたいと思いま
す（短い小説ですから、テキストを事前配布します
ので、お読みいただければと思います）。■料金：無
料■定員：先着50人■申し込み方法：電話・FAX・は

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

9月16日（水）
〜27日（日）
山口

9月9日（水）〜12月21日（月）

企画展
「萬代家と常栄寺」
（雪舟生誕600年
関連企画）

山口

会場／十朋亭維新館
山口市下竪小路112

馬場良治展
〜雪舟生誕600年〜
月・雪・風ー心に

会場／クリエイティブ・スペース
赤れんが ホールⅠ
・Ⅱ
山口市中河原町5-12
時間／9:00〜17:00
馬場良治氏は、国宝や重要文化財の彩色調査と復
元に取り組む文化財建造物修復師であり、また、墨
にこだわり墨で描くことを模索しながら研究してい
る日本画家。その馬場良治氏による「雪舟」をテー
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マにした展覧会です。■関連イベント①【馬場良治
ギャラリートーク】9月19日(土)、20日(日)各日とも
17:00〜18:00②【ワークショップ「墨を使ってうち
わに描く」講師：馬場良治】9月21日(月・祝) 1回目
10:30〜12:00、2回目14:00〜15:30■料金：展
覧会への入場は無料①ギャラリートーク参加料無
料②ワークショップ参加料500円■定員：①ギャラ
リートーク各先着30人②ワークショップ各10人■
申し込み方法：電話・FAX・メールのいずれか■応募
要件：②ワークショップは小学生以上■申し込み期
間：①ギャラリートーク：8月12日（水）10:00〜②
ワークショップ：9月1日（火）10:00〜6日（日）
17:00。申し込み多数の場合は抽選。■休館日：9
月23日（水）

時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）
平成27（2015）年に世界文化遺産に登録された
「明治日本の産業革命遺産」。萩市にはその構成資
産が5つも存在しています。本展では、世界遺産登
録の裏付けとなった古文書や絵図、写真などを公
開。サムライたちが挑んだ科学技術の軌跡を追い
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
□

問い合わせ先／クリエイティブ・スペース赤れんが
☎083-928-6666 FAX083-928-6611
renga-ya@c-able.ne.jp
HP http://www.akarenga.justhpbs.jp/
□

山頭火没後80年
記念企画展「旅を記す
〜山頭火からの便り〜」

会場／山頭火ふるさと館
特別展示室

丙辰丸図

自由律俳人種田山頭火は、全国各地を放浪しなが
ら句を残しました。没後80年を迎えるにあたり、旅
先で記した葉書やそこで詠んだ句の短冊、掛軸な
どを展示し、旅中の思いや旅先での交友関係をご
紹介しながら山頭火の旅を紐解きます。葉書を通し
て現れる新たな山頭火像をお楽しみください。※会
期中展示替えがあります。
（前期：9月18日（金）〜
10月26日（月）、後期：10月28日（水）〜1月11日
（月・祝））■入館料：無料■休館日：火曜（祝日の場
合は翌平日）、12月26日（土）
〜31日（木）
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/
□

9月19日（土）
〜
11月29日（日）
萩

世界遺産登録5周年
記念特別展
「萩の世界遺産
−幕末、サムライたち
の挑戦!−」

会場／萩博物館
萩市大字堀内355

山口ゆらめき回廊

会場／香山公園（瑠璃光寺五重塔）
山口市香山町7-1
時間／18:30〜21:00
国宝瑠璃光寺五重塔のある香山公園の散策路に、
キャンドルが灯され、幻想的な雰囲気が演出されま
す。心地よい秋の夜風に吹かれながら、揺らめく明
かりをお楽しみください。また、10月10日（土）、
11日（日）には、7色のカラーキャンドルで公園が彩
られるほか、ゲストによる演奏会が行われます。■
参加料：無料

萩博物館蔵（おがわ是苦集）

10月3日（土）
宇部

9月24日（木）

防府市宮市町5-13
時間／10:00〜18:00

山口

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.jp
□

9月18日（金）
〜
2021年1月11日（月・祝）
防府

9月26日（土）、27日（日）、
10月10日（土）、11日（日）

宇部

ハーブを楽しむ会

会場／アクトビレッジおの
宇部市大字小野7025
時間／10:30〜14:00
パエリア作り&サフランの育て方（球根プレゼント）
■持参品：エプロン、三角巾、マスク、筆記用具■料
金：2,000円■定員：先着16人■申し込み方法：電
話・FAX・メールのいずれか■申し込み期限：9月16
日（水）17:00
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111 FAX0836-64-2800
actvillageono@gmail.com

NAOTO
アコースティック
コンサート
with榊原大

会場／宇部市渡辺翁記念会館
宇部市朝日町8-1
時間／14:00〜
クラシックからポップスまでジャンルにとらわれな
い音楽センスと華麗なパフォーマンスで人気を博
すボーダレス・バイオリニストNAOTOと、榊原大の
力強いピアノタッチとのアコースティック公演で
す。■料金：全席指定 一般4,800円、財団友の会
会員4,500円、大学生以下2,500円■チケット販
売所：宇部市文化会館■一般発売：8月7日（金）
〜
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355

9月25日（金）
山口

中原中也を読む会

会場／中原中也記念館
山口市湯田温泉1-11-21
時間／13:30〜15:00
気軽におしゃべりしながら、テーマに沿った詩を読
み込んでいきます。9月は屋外展示「鳥の詩」
（前
期）―「閑寂」
「夜明け」がテーマです。■入館料：
無料■定員：先着5人■申し込み方法：電話・FAX・
HPお問合せ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
HP http://www.chuyakan.jp/
□
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