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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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美祢市

美祢秋吉台カルストウォーク2020
11月14日（土）

山陽小野田市

山口宇部空港で
ガラス作品展示

10月18日（日）まで 

萩市

現代の丙辰丸・庚申丸が
恵美須ヶ鼻造船所に
やってくる! 
帆船を体験してみよう!

10月10日（土）、11日（日）
津和野町

ナース服の
変遷に
見る看護の
歴史

11月30日（月）
まで 

山口市

湯田温泉
酒まつり

10月11日（日）

防府市

熱気球
搭乗体験　
そらから
魅（み）る
超絶景 
in 防府

10月31日（土）、11月1日（日）、
7日（土）、8日（日）、14日（土）、
15日（日）、21日（土）、22日（日）

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
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宇部市

ハッピーハロウィン2020
ときわ公園で
ハロウィン気分を
味わいませんか?

10月17日（土）～31日（土）
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会場／防府市立防府図書館　
　　　ブラウジングコーナー
          防府市栄町1-5-1　
          ルルサス防府3階

防府

10月5日（月）まで 

三哲文庫開館から80年

時間／9:30～19:00
　　　（※土・日・祝は18:00まで）
11代台湾総督等を務め、防府図書館の前身である
「三哲文庫」設立に寄与した、防府市出身の上山満
之進氏。上山氏の功労を顕彰するため、紹介パネ
ルを展示します。■観覧料：無料
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/

会場／山口宇部空港ビル
　　　2階出発ロビー
          宇部市大字沖宇部625

10月18日（日）まで 

山口宇部空港で
ガラス作品展示

山陽小野田市のガラス文化の魅力に触れてもらお
うと、市が所有するガラス作品を山口宇部空港に
展示します。展示作品は、本市出身のガラス造形作
家　竹内傳治氏（1934年～2001年）の作品や過
去の現代ガラス展受賞作品など、どれも見応えの
あるものばかりです。空港を利用の際は、ぜひご覧
いただき、フォルムや彩りが生み出すガラス芸術の
世界をお楽しみください。
問い合わせ先／山陽小野田市文化スポーツ推進課
☎0836-82-1115 

山陽
小野田

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

山口

10月18日（日）まで

企画展　
新山口駅（旧小郡駅）
開業120周年記念
「黒耀の鉄神 
蒸気機関車 VS
 白き弾丸 新幹線」
「鉄道の町」小郡を
愛する住民と運行の
安全を守る職員たちの
鉄道物語

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）
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/

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

10月25日（日）まで

企画展
「戦国武将の手紙ー
家を保ち分国をおさめー」

時間／9:00～17:00
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/

会場／山口市菜香亭
          山口市菜香亭

山口

11月15日（日）まで

菜香亭特別企画展
「風水のまち山口」

時間／9:00～17:00
大内時代の風水の在り方と雲谷派等の屏風を紹介
します。■入館料：大人100円、小人50円 （含大広
間観覧）■休館日：火曜・11月4日（水）。ただし11
月3日（火・祝）は開館 
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-sessyukikakuten.html

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7
　　　雲谷庵
          山口市天花1-12-10 

山口

11月15日（日）まで

・Mission 
Impossible! 
捕獲せよ! 
雪舟の消えた牧牛!
（重ね捺し
スタンプラリー） 
・なりきり雪舟　
～みんなで作ろう
長巻図～
～顔出しパネル～

時間／9:00～17:00
【Mission Impossible! 捕獲せよ! 雪舟の消えた牧
牛! 】ある日、牧牛図から牛が消えた! 一体どこへ? 牛を
見つけて牧牛図を完成させよう!【なりきり雪舟～みんな
で作ろう長巻図～】四季山水長巻図の模写にみんなで
絵を描き加えて、菜香亭オリジナル長巻図を雪舟に贈
ろう♪【なりきり雪舟～顔出しパネル～】雲谷庵にある雪
舟顔出しパネルを使って、なりきり写真を撮ろう♪ ■入
館料：大人100円、小人50円 （含大広間観覧）■休館
日：火曜・11月4日（水）。ただし11月3日（火・祝）は開館
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-sessyu600nen.html

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

11月15日（日）まで 

企画展Ⅰ
「＜汽車が速いのは
よろしい＞
―中也の詩と乗り物」

時間／9:00～18:00（5～10月）
　　　9：00～17：00（11～4月）
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（祝日の場合はその翌日）、毎月最終火曜
問い合わせ先／中原中也記念館　
☎083-932-6430
□HP  https://www.chuyakan.jp/
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会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

11月29日（日）まで 

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!－」

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

会場／森鷗外記念館
          島根県鹿足郡津和野町
          町田イ238

津和野

11月29日（日）まで 

鷗外が生涯
抱き続けた
戦う姿勢をたどる

時間／9:00～17:00
ドイツ留学中の「ナウマン論争」、坪内逍遥との「理
想論争」…鷗外が繰り広げた論争として知られて
いますが、その他にも医学会や国家に対しても疑
問を抱き、批判を展開しました。時にはその表現か
ら、検閲を受け、発禁処分を受けた作品もありま
す。しかし、鷗外は晩年までその姿勢を貫きました。
様々なものに対し鷗外が生涯を通して抱き続けた
戦う姿勢とその根底にあるものは何かを資料とと
もにたどります。■入館料：一般600円、中高生

問い合わせ先／森鷗外記念館
☎0856-72-3210

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）

萩

11月30日（月）まで 

萩八景遊覧船　運航

時間／9:00～16:00
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。■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

会場／旧畑迫病院
          島根県鹿足郡津和野町
          邑輝829-1

津和野

11月30日（月）まで 

ナース服の変遷に
見る看護の歴史

時間／9:00～16:30
ナース服といえば、色は白、膝丈くらいのワンピー
ス。頭にはナースキャップ、足元は白いサンダル
…。そんなスタイルはもう昔の話。ナース服がどん
な歴史をたどって今の形になったのか。看護、看護
婦、そして看護師はどう変化してきたのか。貴重な
昔のナース服の展示と合わせて、紐解いていきま
す。■入館料：一般200円、中高生150円、小学生
100円■休館日：月曜（祝日の場合はその翌日）
問い合わせ先／旧畑迫病院
☎0856-72-0338

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

防府

12月20日（日）まで

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!～」 

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の見方を変えると、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：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

400円、小学生250円■休館日：月曜（祝日の場合
はその翌日）
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会場／萩城下町（萩市呉服町周辺）、
　　　総合案内所：萩・明倫学舎
　　　萩市呉服町周辺
          萩市江向602

萩

10月1日（木）～11日（日）

着物ウィークin萩

時間／9:00～17:00
古の城下町の町並みを今もとどめる、風情の漂うま
ち・萩。その町並みに似合う“着物”を着て、まち歩き
を楽しんでいただくイベントです。着物を着ること
で、日常とはまた違った「和」の世界を楽しむことが
できます。着物を着ている方にはお得なクーポン付
冊子をプレゼント。他にも「和の学び舎」「写真撮影
&プレゼント」など、萩ならではの着物体験ができま
す。■料金：着物レンタル料金、和の学び舎体験料
金は有料■申し込み方法：着物レンタル、和の学び
舎はHPより要事前予約

会場／初級：自宅等
　　　中級・上級：萩市内の施設

萩

通年、12月6日（日）

第2回 萩検定

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（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・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

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

2021年2月14日（日）まで

テーマ展示
「教科書で読んだ
中也の詩
―思い出の一篇」

時間／9:00～18:00（5～10月）
　　　9：00～17：00（11～4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（祝日の場合はその翌日）、最終火曜、年末
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  https://www.chuyakan.jp/会場／十朋亭維新館

          山口市下竪小路112

山口

12月21日（月）まで 

企画展
「萬代家と常栄寺」
（雪舟生誕600年
関連企画）

時間／9:00～17:00
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（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/

会場／山頭火ふるさと館　
　　　特別展示室
          防府市宮市町5-13

防府

2021年1月11日（月・祝）まで

山頭火没後80年記念
企画展「旅を記す　
～山頭火からの便り～」

時間／10:00～18:00
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。会期中展示替えあ
り※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）■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/

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

防府

12月20日（日）まで 

パネル展
「太陽の科学～地球に
一番近い恒星～」

時間／9:30～17:00
　　　（入館は16:30まで）
私たち人類をはじめとした、地球上に生きている生
物に、大きな恩恵を与えている大切な星が太陽で
す。太陽から届く熱と光は、どのようにして生み出
されているのでしょうか? 太陽は、どのような活動
をしているのでしょうか? そして、太陽は永遠に輝
き続けるのでしょうか? 考え始めるとたくさんのギ
モンが浮かんできます。今回のパネル展では、私た
ちが思っている太陽に関する疑問に対し、分かりや
すい解説や図などで答えていきます。※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）
問い合わせ先／防府市青少年科学館ソラール
☎0835-26-5050
□HP  http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp
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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

10月3日（土）、17日（土）、
24日（土）、31日（土）、
11月7日（土）、14日（土）、
28（土）

山口市紙芝居の会
定期上演

会場／萩博物館 
          萩市大字堀内355

萩

10月3日（土）

2020萩世界遺産
フォーラム
「反射炉、
なんじゃろ?
 反射炉研究の
最前線!」

時間／13:30～16:30
世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成
資産には萩反射炉が選ばれています。しかし反射炉
といっても、いつ、どこで、何を目的に開発されたの
か、そしてそれがどのように幕末の日本に広まって
いったのか、一般的にはなかなか理解しづらい部分
があるのではないでしょうか。本フォーラムでは、全
国的な視野で反射炉を研究されている専門家を招
き、最新の研究成果を踏まえてわかりやすく解説し
ていただきます。萩市が世界に誇るべき萩反射炉の
魅力や特徴を浮き彫りにし、これから将来に向け
て、萩反射炉を含む萩の世界遺産をどのように保存
し活用してゆくべきか、参加者とも意見交換しなが
ら議論を深めたいと考えています。■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■定員：先着150人
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／萩・明倫学舎
          萩市大字江向602

萩

10月3日（土）、4日（日）、
10日（土）、11日（日）、
17日（土）、18日（日）、
24日（土）、25日（日）、
31日（土）、11月1日（日）、
3日（火・祝）、7日（土）、
8日（日）、14日（土）、
15日（日）、21日（土）、
22日（日）、23日（月・祝）

日本庭園を歩く
at萩・明倫学舎

時間／10:00～16:00　※雨天中止
普段入ることのできない萩・明倫学舎の中庭を眺め
ながら、お抹茶をお楽しみいただけます。■料金：入
館料本館無料、お抹茶席500円
問い合わせ先／NPO萩明倫学舎
☎0838-21-0304
□HP  http://hagimeirin.jp/

会場／YCAMサテライトA
          山口市駅通り1-5-25 

山口

10月3日（土）～
12月6日（日）

山口情報芸術センター
特別企画
《water state 1》
（雪舟生誕600年
関連記念事業）

時間／12:00～17:00

坂本龍一氏、高谷史郎氏が2013年に山口情報芸
術センター[YCAM]とともに製作した作品、坂本龍
一＋高谷史郎《water state 1》を展示します。水
が見せるさまざまな表情を、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です。■入館料：
無料■休館日：月曜、火曜。ただし11月3日（火・
祝）、11月23日（月・祝）は開館します。
問い合わせ先／山口情報芸術センター
☎083-901-2222
□HP  https://www.ycam.jp/

会場／常栄寺雪舟庭（裏書院）
          山口市宮野下2001-1 

山口

10月3日（土）～
12月6日（日）

山口情報芸術センター
特別企画
《Forest 
Symphony》
（雪舟生誕600年
関連記念事業）

時間／12:00～17:00
　　　（11月からは16:30閉園） 
坂本龍一氏が2013年に山口情報芸術センター
[YCAM]とともに製作した作品、坂本龍一＋
YCAM InterLab《Forest Symphony》を展示し
ます。山口を代表する史跡及び名勝、常栄寺の雪
舟庭を舞台に、樹木が発する微弱な生体電位をも
とに生成したサウンドを用いたインスタレーション
作品の新バージョンを展示します。■観覧料：無料
（雪舟庭入場料は別途必要）■月曜・火曜は展示休

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

問い合わせ先／着物ウィークin萩実行委員会事務局
〈（一社）萩市観光協会内〉
☎0838-25-1750
□HP  https://www.hagishi.com/kimono/

会場／山口市立中央図書館
          山口市中園町7-7

山口

10月3日（土）～18日（日）

よしながこうたくさん
原画展

時間／10:00～19:00（土日17:00）
絵本『給食番長』（好学社）でおなじみのイラスト
レーター・絵本作家のよしながこうたくさんの原画
展を開催します。■料金：無料■休館日：火曜日
問い合わせ先／山口市立中央図書館
☎083-901-1040　
□HP  http://www.lib-yama.jp/

止。ただし11月3日（火・祝）、11月23日（月・祝）は
展示します。
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会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

10月10日（土）

作ってワクワク! 
～雪舟の庭
ワークショップ～

時間／9:30～11:30
世界に1つだけのオリジナル箱庭を制作しましょう。■参
加料：2,000円■定員：先着20人■申し込み方法：電話
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-sessyu600nen.html

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

10月10日（土）～
12月6日（日）

企画展「雲谷庵展　
アトリエからサロンへ」

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

「雲谷庵」という建物をご存じでしょうか。おそら
く、雪舟や雲谷派の「アトリエ」がイメージされたこ
とでしょう。事実、そうした歴史があるのでそのイ
メージは誤りではありません。しかし「サロン」とし
て機能したことがあるといわれたら、その歴史をイ
メージすることができるでしょうか。本企画展では、
雲谷庵という空間に注目して、その歴史と機能を
探っていきます。■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/

会場／萩城城下町周辺
          萩市呉服町

萩

10月9日（金）、10日（土）

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の通りに竹灯籠が立ち並びます。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

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

会場／防府市立防府図書館　
　　　ブラウジングコーナー
          防府市栄町1-5-1　
          ルルサス防府3階

防府

10月9日（金）～
12月20日（日）

ガッタイ! ヘンシン!
ふしぎな絵画展

時間／9:30～19:00
　　　（※土・日・祝は18:00）
奇想の画家「アルチンボルド」の絵画（レプリカ）が
防府図書館にやってきます。アルチンボルドの不思
議な寄せ絵を楽しんでみませんか? また、展示に関
連する図書も紹介します。■観覧料：無料■休館日：
火曜※ただし、11月3日（火・祝）は開館し、11月4
日（水）が休館日となります。
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
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

会場／萩・明倫学舎
          萩市大字江向602

萩

10月4日（日）

和の音Concert  
萩・明倫学舎in秋

時間／①11:00～
　　　②13:30～
ストゥリングスによる箏・17絃の二重奏と三重奏、
杵屋邦世さんの長唄三味線、和の音をお楽しみく
ださい。■入場料：無料
問い合わせ先／NPO萩明倫学舎
☎0838-21-0304
□HP  http://hagimeirin.jp/

会場／日原天文台
          島根県鹿足郡津和野町
          枕瀬806-1

津和野

10月6日（火）

注目の天体ショー
火星の再接近

時間／19:00～22:00
今回の火星の接近は、2年前の大接近の次のシー
ズンですが、前回と遜色のない程度に大きく見えま
す。10月6日の再接近が過ぎても、年内は見頃が
続くでしょう。火星に移住するという話を本などで
聞いたことがあるかもしれません。これは夢物語で
はなく、すでに現実味を帯び始め、各国が火星探査
機を続々と打ち上げています。将来の移住に思い
を馳せて、天文台で火星を眺めてみるのはいかが
ですか。■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

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

10月4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

時間／16:00～17:00
毎週土曜日、湯田温泉や山口の歴史が楽しく学べ
る紙芝居を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。※10月10日（土）、11月
21日（土）は除く。
問い合わせ先／山口市紙芝居の会（松井）
☎090-1610-0306

やり照らし出され、趣たっぷりの夜が楽しめます。今
年は萩市田町商店街とコラボした展示も計画中で
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。
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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）

10月14日（水）～18日（日）

山陽オートレース
本場開催　
GⅡ第31回
若獅子杯争奪戦

時間／10：00～17：00

山陽
小野田

問い合わせ先／湯田温泉酒祭り実行委員会
☎083-966-0045
□HP  https://www.facebook.com/
　yudasakematsuri

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11日（日）

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。チケットを購
入し、試飲しながら会場内の酒蔵を巡ります。■参
加料：前売り1,800円/当日2,300円■応募要件：
20歳以上■チケット販売所：狐の足あと、参加店
舗、インターネット（イープラス）

会場／JR宇部新川駅前集合
          宇部市上町1-7-7

宇部

10月11日（日）

てくてくまち歩き　
古地図を片手に
まちを歩こう

時間／9:20～12:40
健脚向け（約6.5km）■持参品：タオル、飲み物■
料金：無料■定員：先着20人■申し込み方法：電話
またはFAX■申し込み期限：10月9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

会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

10月11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日曜日に行われ、今年は天神
商店街から防府天満宮までの通りを時代行列が進
みます。■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／香山公園
　　　（国宝瑠璃光寺五重塔）
          山口市香山町7-1

山口

10月10日（土）、11日（日）

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。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。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。■参加料：無料

問い合わせ先／【総合】大路ロビー
☎083-920-9220
□HP  http://ojilobby.jp
【当日】香山公園前観光案内所
☎083-934-6630

会場／萩漁港
          萩市大字椿東前小畑周辺

萩

10月10日（土）、11日（日）

現代の丙辰丸・庚申丸が
恵美須ヶ鼻造船所に
やってくる! 
帆船を体験してみよう!

時間／10日（土）9:30～17:00
　　　11日（日）10:00～15:00
時代は遡ること江戸時代。ここ恵美須ヶ鼻造船所
では、洋式軍艦の建造が行われ、丙辰丸と庚申丸
の2つの洋式軍艦が造られました。それから約160
年の時を経て、この場所に現代の帆船「みらいへ」
がやってきます。造船にゆかりのある土地で、船内
見学、帆船体験をお楽しみください。■船内見学：帆
船内を見学できます（無料、年齢制限なし、同時入
場数制限あり）。①10:00～12:00　②15:00～
17:00　■セイルドリル：港に停泊している船で、
帆を張ったり帆をたたむ訓練の体験を行います（5
歳以上、定員40人）。①12:30～13:00　②
14:00～14:30※人数は定員になり次第締め切ら
せていただきます。※セイルドリルは事前予約制と
なっております。■料金：セイルドリル：500円（当日
支払い）、■定員：10日（セイルドリル）1日2回　各
先着40人■申し込み方法：電話
問い合わせ先／萩市文化財保護課
☎0838-25-3654

会場／萩市内飲食店、
　　　道の駅「萩しーまーと」ほか

萩

10月11日（日）～
11月15日（日）

萩の地魚
グルメキャンペーン

萩のブランド魚をはじめとする四季折々の旬の地魚
を味わう機会として、萩の地魚グルメキャンペーン
を実施します。■萩の地魚を食べに行こう!～シール
ラリーの開催【内容】市内飲食店で食事をしてシー
ルを集めて応募すると抽選でプレゼントが当たる■
おうちで魚まつり～お取り寄せ商品販売【内容】萩
のブランド魚セット、漁師のおかみさん手作りセット
のお取り寄せ商品限定販売■おうちで魚まつり～
店頭販売強化【内容】道の駅「萩しーまーと」、萩魚
（JAファーマーズマーケットふれあいらんど萩内）
でお買い上げに応じて抽選でプレゼントが当たる
問い合わせ先／萩・魚まつり実行委員会（萩市水産課）
☎0838-25-4195
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会場／ときわ公園
          宇部市則貞3-4-1

宇部

10月17日（土）～31日（土）

ハッピーハロウィン2020
ときわ公園で
ハロウィン気分を
味わいませんか?

時間／9:30～17:00
スマートフォンのアプリを使った謎解きラリー、写
真撮影、例年とは一味違うハロウィンデコレーショ
ン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

写真はイメージです

会場／防府市地域交流センター
　　　アスピラート　
　　　1階市民スペース
          防府市戎町1-1-28

防府

10月17日（土）～
11月29日（日）

まちかどギャラリー
写真展
“THE 4 SEASONS”

時間／9:00～17:00
高校生や市民のカメラ好きのみなさんが撮った、
フォトジェニックな防府をぜひご覧ください! ※防府
市文化振興財団4施設連携事業「アナザーワール
ド」スタンプラリーの対象施設です。■入館料：無料
■休館日：火曜※11月3日（火・祝）は開館、11月4
日（水）は休館
問い合わせ先／防府市地域交流センター　アスピラート
☎0835-26-5151 
□HP  http://aspirante-hofu.com/

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

10月17日（土）～25日（日）

中也忌　特別展示

時間／9:00～18:00

10月22日の中原中也の命日にあわせて、直筆原
稿「野卑時代」の特別展示を行います。この機会に
貴重な資料をぜひご覧ください。■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、最終火曜
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  https://www.chuyakan.jp/

会場／防府市地域交流センター
　　　（アスピラート）
          防府市戒町1-1-28
　　　防府市青少年科学館
　　　（ソラール）
          防府市寿町6-41
　　　防府市立防府図書館
          防府市栄町1-5-1 ルルサス防府3階
　　　山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

10月17日（土）～
12月20日（日）

（公財）防府市文化
振興財団4施設連携事業
「アナザー・ワールド
～防府でちょっと違う
世界を見て
みませんか? ～」
スタンプラリー

今年の秋は、アスピラート・ソラール・図書館・山頭
火ふるさと館で4館を巡るスタンプラリーを開催し
ます。会期中、防府の4つのミュージアム&ライブラ
リーでスタンプを集めてみると…なんと、「ことば
漢字」アーティストの“いとうさとし”さんによる、防
府オリジナル作品が完成します! どんな「ことば漢
字」が現れるのか…奮ってご参加ください! ※開館
時間・休館日等は、各館HPやチラシでご確認くださ
い。■参加料：無料　※ただし、ソラール企画展観
覧の場合は要観覧料
問い合わせ先／
防府市文化振興財団事務局
☎0835-23-2211　
アスピラート
☎0835-26-5151　
ソラール
☎0835-26-5050　
防府図書館
☎0835-22-0780
山頭火ふるさと館　
☎0835-28-3107

新進気鋭選手が一堂に集結! さらに、今開催中にお
いては、年末に開催される「スーパースターガール
ズ王座決定戦」に向けた「ガールズトライアル戦」
も開催されます。また、11月10日（火）～12日（木）
も本場開催です。ご来場の際は、新型コロナウイル
ス感染症対策として、マスク着用や入場時の検温
等のご協力をお願いします。
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／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

10月16日（金）～
11月23日（月・祝）

炭都探訪
1955－1975　
石炭×彫刻 ～未来への
モニュメントのかたち～ 

時間／10:00～16:00
公害問題の克服と産業の転換という大きな変化を
乗り越え、日本初の野外彫刻展（現：UBEビエン
ナーレ）と石炭記念館が誕生した時代を、当時の野
外彫刻やポスター、炭坑絵画、写真資料で振り返り
ます。石炭記念館・ときわ湖水ホールアートギャラ
リーを巡るスタンプラリーもあります。■料金：無料
■休館日：火曜（11月3日は臨時開館、11月4日は
振替休館）
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課　
☎0836-51-7282

会場／中央公園（山縣有朋像周辺）
          萩市江向552-2

萩

10月17日（土）

はぎマルシェ

時間／11:00～15:00
萩のおいしい季節野菜や加工品など、農家さんの
おすすめはもちろん、テーマに沿った飲食店が並
びます。［10月17日（土）：新米、11月２1日（土）：ス
イーツ］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
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会場／山口市菜香亭歴史巡りの庭
          山口市天花1-2-7

山口

10月24日（土）

大内ナイト2
～月とLOVE SONG～

時間／17:30～20:30
島根県松江市在住のシンガーソングライターで女
優・小泉今日子さんとの舞台も好評を博している浜
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、ダンスステージ、キッチン
カーの出店などを行います。■入場料：無料
問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-4155

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

10月24日（土）、25日（日）、
31日（土）

ちょこっと温室探検
（リニューアル版）

時間／9:30～17:00
　　　（最終入館16:30）
好評の植物クイズを期間限定で実施。正解者には、
ハロウィン限定の植物カードを1枚プレゼント! ■料
金：無料（入館料は別途必要） 
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／宇部市総合福祉会館
          宇部市琴芝町2-4-20 

宇部

10月24日（土）

これからの季節に
向けてのバラの
お手入れ

時間／10:00～12:00
NHK「趣味の園芸」でおなじみのローズソムリエ
小山内健さんを講師に迎えてバラの育て方を学び
ます。■持参品：筆記用具■料金：500円■定員：先
着70人■申し込み方法：電話 
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

会場／中山バス停集合
          宇部市中山

宇部

10月24日（土）

てくてくまち歩き

時間／9:50～12:00
「この辺りにも鶴がいたんだって! 」（約5km）■持
参品：タオル、飲み物■料金：無料■定員：先着20人
■申し込み方法：電話またはFAX■申し込み期限：
10月23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 

会場／山口市指定史跡
　　　「雲谷庵跡」
          山口市天花1-12-10 

山口

10月24日（土）～
12月6日（日）

雪舟生誕600年
関連記念事業
山口市歴史民俗資料館
「雲谷庵展」関連企画
雲谷庵で歌会を

時間／9:00～17:00
明治時代に再建された雲谷庵で、定期的に開催さ
れていた短歌の会にちなみ、市内外から応募いた
だいた短歌を展示します。短歌には、「雲」「谷」
「庵」のうち少なくとも一字が詠み込まれています。
■参加料：無料
問い合わせ先／山口市文化財保護課 
☎083-920-4111
□HP  https://www.city.yamaguchi.lg.jp/

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

10月23日（金）

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。10月は中原中也「骨」「一つの
メルヘン」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  https://www.chuyakan.jp/

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

10月18日（日）、
11月22日（日）

企画展
「雲谷庵展
アトリエからサロンへ」
ギャラリートーク
（展示解説）

時間／13:30～14:30
雪舟生誕600年記念企画展「雲谷庵展　アトリエか
らサロンへ」の展示解説を、展示担当学芸員がおこ
ないます。■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／防府市立防府図書館　
　　　研修室
          防府市栄町1-5-1
          ルルサス防府3階

防府

10月22日（木）

月いちキネマ

時間／14:00～（13:45開場）
懐かしい映画や話題の映画を毎月1回上映する
「月いちキネマ」。10月の上映は、2020年3月に
逝去された佐々部清監督作品の「半落ち」です。上
映に際し、図書館職員が映画の原作本や関連図書
を紹介します。■料金：無料■定員：先着15人程度
※部屋の利用に人数制限があるため、参加をお断
りする場合があります。※当日、名簿へ氏名・連絡

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/

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

10月18日（日）、
11月15日（日）

れきみん
ファミリーデー!

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。
■10月18日（日）石うすひき、11月15日（日）昔の
はかり■参加料：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/

先の記入をお願いします。※マスク着用の上ご参
加ください。
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会場／市設球場跡地
          防府市国分寺町157-37

防府

10月31日（土）、11月1日（日）、
7日（土）、8日（日）、14日（土）、
15日（日）、21日（土）、22日（日）

熱気球搭乗体験　
そらから魅（み）る
超絶景 in 防府

会場／山口市大殿地区

山口

10月30日（金）～
11月8日（日）

着物deおさんぽ

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
オリジナルグッズプレゼント、プロカメラマンによる
着物撮影会開催! 
問い合わせ先／大路ロビー
☎083-920-9220 
□HP  http://ojilobby.sblo.jp/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

10月28日（水）～
11月3日（火・祝）

山口市菜香亭
「第7回アートde
おもてなし」

時間／9:00～17:00
　　　（最終日のみ16:00まで）
山口市内で活躍中のジャンル違いのアーティスト2
人と5グループが大集合。雪舟生誕600年を記念
し、雪舟をモチーフにした作品も展示します。また、
期間中にはシャボン玉のワークショップも行いま
す。（ワークショップのみ要申し込み）■料金：無料
（大広間のみ観覧料100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-art2020.html

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

10月28日（水）～
11月23日（月・祝）

中原中也賞特別展示

時間／9:00～18:00（5月～10月）
　　　9:00～17:00（11月～4月）
新鮮な感覚を備えた優れた現代詩の詩集に贈られ
る中原中也賞。第25回は水沢なお氏の『美しいか
らだよ』に決定しました。これを記念して、受賞詩集
『美しいからだよ』と、受賞者である水沢なお氏を紹
介する展示を行います。■入館料：一般330円、学
生220円、70歳以上・18歳以下無料■休館日：月
曜、最終火曜
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  https://www.chuyakan.jp/

会場／防府天満宮　参集殿
          防府市松崎町14-1

防府

10月25日（日）

山頭火没後80年
記念シンポジウム
「旅する山頭火　
終焉の地」

時間／13:30～15:30
最期までふるさとに戻ることなく漂泊の旅に生きた
山頭火。その晩年の旅はどのような旅だったのか、
そして終焉の地として選んだ四国松山でどのよう
に暮らしたのか。憧れた先人尾崎放哉への思いに
も触れながら3人のパネラーがディスカッションを
行います。またシンポジウム中、登壇者および参加
者からの投句を受け付けます。作品は後日館内に
掲載します。■パネラー：太田和博（まつやま山頭火
倶楽部事務局長）・森克允（「放哉」南郷庵友の会幹
事）・富永鳩山（書家・山頭火ふるさと会初代会長）
■コーディネーター：西田稔（山頭火ふるさと館長）
■参加料：無料■定員：80人■申し込み方法：はがき

問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
〒747-0032　防府市宮市町5-13　
☎0835-28-3107
（山頭火ふるさと館　80年記念シンポジウム）
□HP  http://hofu-santoka.jp/

会場／防府市立防府図書館
　　　研修室
          防府市栄町1-5-1　
          ルルサス防府3階

防府

10月25日（日）、
11月15日（日）

さんさんおはなし会

時間／14:30～15:00
毎月第3日曜日（家庭の日）に開催する、防府図書
館職員によるおはなし会です。（※10月は第4日曜
日に開催。）ご家族みんなで、絵本や紙芝居、手遊
びなどを楽しんでみませんか? 参加無料・申し込み
不要ですので、お気軽にお越しください。※部屋の
利用に人数制限があるため、参加をお断りする場
合があります。※当日、名簿へ氏名・連絡先の記入
をお願いします。
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 
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

会場／萩・明倫学舎
          萩市大字江向602

萩

10月25日（日）

ランプシェード
ワークショップ

時間／①10:00～12:00
　　　②13:00～15:00
　　　③15:00～17:00
ハロウィンらしいランプシェードを作って、お家でハ
ロウィンを楽しみませんか? ■料金：200円■定員：
各時間先着10人■申し込み方法：電話■申し込み
開始日：10月3日（土）
問い合わせ先／NPO萩明倫学舎
☎0838-21-0304
□HP  http://hagimeirin.jp/

会場／ときわ公園
　　　ペリカン島対岸付近 
          宇部市則貞3-4-1

宇部

10月25日（日）

初心者向け　
松のせん定講習会

時間／10:00～11:30　※雨天中止
■持参品：せん定ばさみ、マスク■参加料：無料■定
員：先着30人■申し込み方法：電話・FAX・はがきの
いずれか■申し込み期限：10月21日（水）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課　
〒755-0001　宇部市大字沖宇部254
☎0836-51-7252　FAX0836-51-7205

または電話。はがきの場合は住所・氏名・連絡先をご
記入ください。
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会場／琴崎八幡宮バス停集合
          宇部市琴崎町

宇部

11月1日（日）

てくてくまち歩き　
古地図を片手に
まちを歩こう

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。（約
4km）■持参品：タオル、飲み物■料金：無料■定
員：先着20人■申し込み方法：電話またはFAX■申
し込み期限：10月30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

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

11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

問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会　
☎090-2312-0055

会場／防府天満宮～
　　　周防国分寺～
　　　旧毛利家本邸一帯
          防府市松崎町１４-１
          防府市国分寺町２-６７
          防府市多々良１-１５-１

防府

11月1日（日）

「すごいぞ! 防府」
秋の大イベント
～豪華絢爛！ 
長州歴史絵巻～ 

時間／9:00～17:00
「コロナに負けるな! 防府の歴史で楽しんじゃおー!」
防府天満宮～周防国分寺～旧毛利家本邸一帯を
「長州歴史絵巻」と称して、各会場でご当地グルメ、
山口県内の日本酒飲み比べ、路上マルシェ等のイベ
ントを開催します。周防国分寺会場では、去年大好
評だった「ほうふで食べちゃろ！ まつり」を開催！
問い合わせ先／「すごいぞ! 防府」秋季大規模イベント実行委員会
〈（一社）防府観光コンベンション協会〉
☎0835-25-2148 
□HP  https://visit-hofu.jp/specials/
　sugoizo_hofu_2020

会場／山口市中心商店街

山口

11月1日（日）～30日（月）

やまぐちまちゼミ

時間／参加店舗により異なる
山口市中心商店街のお店の方が講師となり、専門
知識やプロならではのコツを伝える少人数制のミ
ニ講座を開催します。■参加料：無料（材料費実費
が別途必要となる場合あり）■申し込み方法：各参
加店舗に直接申し込み
問い合わせ先／街づくり山口
☎083-902-3386 
□HP  https://www.yamaguchi-machinaka.com/

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1 

防府

10月31日（土）～
12月21日（月）

雪舟生誕600年記念
特別展「国宝」

時間／9:00～17:00
国宝や重要文化財をはじめとする、毛利家伝来の
優品を公開（保存のため10月31日～11月20日は
国宝の伝雲谷等顔筆「四季山水図」、11月21日～
12月21日は国宝の雪舟筆「四季山水図」展示しま
す）。■入館料：大人1,000円、小中学生500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/

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

10月31日（土）

悪夢をキャッチ! 
ドリームキャッチャーを
作ろう

時間／①10:00～11:00
　　　②14:00～15:00
悪夢を蜘蛛の巣でキャッチするというインディアン
のお守りを作ってみませんか? ■料金：100円■定
員：各先着5人■申し込み方法：電話 
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

時間／各日6:30～9:30
　　　10月31日（土）、11月1日（日）は
　　　9:00まで
「歴史のまち・防府」の景色を熱気球（係留フライト）
に乗って、空から360度の「パノラマ」を楽しんでい
ただけます。■熱気球と地上のアンカーをロープで
繋ぎ、最大で30mまで浮上する係留フライト（搭乗
時間は約5分）。■傘を差す程度の雨、4m以上の風
の場合は中止します。■フライト中でも、当日の天候
の変化によって予告なく中止することがあります。■
搭乗前に検温を実施します。37.5度以上ある人は
搭乗をお断りする場合があります。■必ずマスクを
着用の上ご来場ください。■スマートフォンをお持ち
の人は、「新型コロナウイルス接触確認アプリ」のイ
ンストールをお願いします。■当日の受付順に搭乗
していただきますが、グループでの参加の場合な
ど、順番を前後していただく場合があります。■体験
料金：大人2,000円、小学生1,000円、小学生未満
無料。※中止の場合は、体験料金をお返しします。■
各日約150人（30分当たり30人）■搭乗人員は、1
フライトあたり6人程度■事前予約制です。ウェブサ
イト（24時間受付）または電話（平日9:00～17:00）
で受付。20歳未満の人は、保護者の同意が必要で
す。13歳未満の人は、保護者の同伴が必要です。■
申し込み期間：ウェブサイト：10月1日（木）9:00から
搭乗日の直前金曜17:00まで。〈ウェブサイト：
https://visit-hofu.jp/specials/balloon〉電話：
10月5日（月）9:00から搭乗日の直前金曜17:00ま
で。〈予約専用ダイヤル：050-3569-2147〉
問い合わせ先／（一社）防府観光コンベンション協会
☎0835-25-2148

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
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会場／秋吉台家族旅行村
          美祢市秋芳町秋吉11237-553

美祢

11月14日（土）

美祢秋吉台カルスト
ウォーク2020

時間／10:00～16:00（予定）
　　　（受付は10:00～11:00、
　　　出発は10:00～
　　　※受付終了後順次出発）
美しい秋の秋吉台と、盛り沢山な美祢の特産品を満
喫しながら、のんびり楽しめるイベントです。■参加
料：大人2,000円、小中学生1,500円　秋吉台散策
コース13km※新型コロナウイルス感染症対策のた
め、コース上の給水所・簡易トイレ及び、更衣室の設
置はございません。■定員：先着250人■申し込み方
法：HP■申し込み期限：10月7日（水）■エイドお品
書き（予定）　受付（美祢特産品詰合せ）：ういろう、
よもぎ求肥、ごぼうせんべい、ごぼうかりんとう、おか
らクッキー、ごぼう茶、500mlペットボトル飲料　長
者ヶ森駐車場（エイドステーション）：おにぎり、ロー
ルケーキ、生クリーム大福餅いちご　■本イベント
は開催に際し、新型コロナウイルス感染症対策に関
する多くの注意事項があります。詳細については募
集チラシをご確認ください。■応募要件：山口県内在
住の方　■小学生以上（小中学生は保護者同伴）、
65歳未満の方■新型コロナウイルス感染症接触確
認アプリ（COCOA）の利用　■新型コロナウイルス
感染症により重症化しやすい基礎疾患を持っていな
い方　■必要書類の提出　■受付前に体温の自己
申告、サーモグラフィー、非接触型体温計での検温
問い合わせ先／美祢市観光振興課内　
美祢秋吉台カルストウォーク実行委員会
☎0837-62-1430(8:30～17:00/土・日・祝日を除く）
□HP  https://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/
　competitionDetailAction.do?raceId=
　258861&div=1

会場／ときわ公園　
　　　旧青年の家付近
          宇部市大字沖宇部224

宇部

11月14日（土）

芋ほり体験と
コケ玉づくり教室 

時間／10:00～12:00 ※少雨決行
芋ほり体験とミニシクラメンの苗を水苔で包むコケ
玉づくりをします。■持参品：ハサミ、手袋か軍手、
ビニール袋など■参加料：800円■定員：20人■申
し込み方法：電話■申し込み期限：10月23日（金）
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

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

11月7日（土）

空の下の朗読会

時間／12:30～14:30
1907年山口市湯田温泉に生まれ、30年の短い生
涯を詩にささげた中原中也。中也が生まれた場所
で詩の朗読を好んだ中也にならい、一般の方々に
自作や愛読の詩を朗読していただきます。あわせ
て、おおたか静流によるミニライブもお楽しみくだ
さい。■参加料：無料■申し込み方法：朗読希望者は
当日12:00～受付　1組3人まで、先着15組
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  https://www.chuyakan.jp/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

11月13日（金）～15日（日）

菜香亭市民ギャラリー
「山口漫画学校　
生徒作品展示会」

時間／10:00～17:00
さかもとみゆき漫画教室生徒の皆様による漫画や
イラストを約30点展示いたします。■入場料：無料
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3313 
□HP  https://www.c-able.ne.jp/～saikou/
　news/news-gya.html

会場／湯田温泉ユウベルホテル松政
          山口市湯田温泉3-5-8

山口

11月7日（土）

中原中也賞贈呈式・
記念講演

時間／【贈呈式】15:30～16:10
　　　【記念講演】16:50～17:50 
第25回中原中也賞贈呈式を行います。また、原武
史氏による「中也と鉄道」と題した記念講演を行い
ます。■料金：無料
問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-2717
□HP  https://www.city.yamaguchi.lg.jp/
　soshiki/23/

会場／山口市小郡文化資料館
          山口市小郡下郷609-3

山口

11月7日（土）

おごおり俳句&
ウォーキング
～交通の要衝・
小郡を歩く～

時間／8:50～15:00
交通の要衝である小郡にて吟行を行います。吟行
後にお互いの句を集まった皆さんで鑑賞します。初
心者歓迎。■持参物：昼食、飲物、帽子■少雨決行。
ただし、新型コロナウイルスや気象状況によって中
止の可能性あり。その場合、申込者には前日までに
連絡予定。■参加料：無料■定員：先着15人■申し

問い合わせ先／山口市小郡文化資料館
山口市小郡下郷609-3
☎083-973-7071
□HP  http://cmogori.ec-net.jp/

込み方法：電話または来館■申し込み期間：10月1
日（木）～29日（木）■休館日：月曜（休日の場合翌
平日） 

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7 

山口

11月6日（金）～8日（日）

菜香亭市民ギャラリー
「山口にエールを!! 
創作マスク（お面）展」

時間／9:00~17:00
　　　（最終日のみ16：０0）
モーリのクリエイションクラブin山口の皆様による
個性豊かなマスク（お面）を約60点展示いたしま
す。■入場料：無料
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-gya.html

会場／防府市公会堂
          防府市緑町1-9-1

防府

11月1日（日）

都市「防府」の
形成と
周防国府の謎

時間／10:00～16:45（開場は9:00）
日本古代史研究の第一人者が、都市「防府」の形成
と国府が防府に置かれた理由を解き明かします。加
藤友康氏、舘野和己氏、佐藤信氏、鐘江宏之氏、渡
辺滋氏が講演予定。■参加料：無料■定員：690人
問い合わせ先／防府市文化財課　
☎0835-25-2237
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会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

11月27日（金）

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。11月は企画展Ⅱ「中也の住ん
だ町――鎌倉」を見学します。■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/

会場／萩・明倫学舎
          萩市大字江向602

萩

11月21日（土）～30日（月）

世界遺産
「明治日本の
産業革命遺産」
登録5周年記念　
第2回世界遺産
ご当地特産品フェア

時間／9:00～17:00
世界遺産登録されて5周年を記念して、萩・明倫学
舎で「明治日本の産業革命遺産」を構成する8県
11市の特産品の第2回特産品フェアを開催しま
す。ご当地お勧めの特産品が大集合! ぜひご来場く
ださい。【構成資産8県11市】鹿児島市、静岡県伊
豆の国市、岩手県釜石市、佐賀市、長崎市、熊本県
荒尾市、宇城市、福岡県大牟田市、北九州市、中間
市、山口県萩市■入場料：無料
問い合わせ先／萩・明倫学舎
☎0838-21-2018
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/site/
　meiringakusha/

会場／常栄寺雪舟庭
          山口市宮野下2001-1

山口

11月20日（金）～22日（日）

常栄寺雪舟庭
紅葉ライトアップ

時間／18:00～21:00
　　　（最終入場は20:30）
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（身障者手帳をお持ちの方150
円）、小学生以下無料
問い合わせ先／常栄寺
☎083-922-2272
□HP  http://sesshu.jp/

会場／末田焼多幸窯
          防府市大字江泊198

防府

11月21日（土）

防府壺まつり

時間／9:00～15:00
■焼物造り体験■焼物の里を巡るまちあるき■料
金：無料
問い合わせ先／防府市文化財課
☎0835-25-2237会場／山口市菜香亭、

　　　山口ふるさと伝承総合センター、
　　　十朋亭維新館ほか
          山口市天花1-2-7
          山口市下竪小路12
          山口市下竪小路112

山口

11月20日（金）～29日（日）

まちなかアート（仮）

時間／9:00～17:00
書家・美術家の赤岩保元氏の作品を山口市菜香
亭、山口ふるさと伝承総合センター、十朋亭維新館
にて展示します。また、期間中には、山口市菜香亭
歴史巡りの庭での音楽ライブや大内文化特定地域
内の施設や店舗にて、やまぐち新進アーティスト大
賞受賞者をはじめとした市内アーティストによる作
品展示・販売を行います。■料金：無料（山口市菜香
亭は入館料大人100円、小人50円（含大広間観
覧）■休館日：山口市菜香亭・十朋亭維新館：火曜
（その他の施設や店舗については、お問い合わせく
ださい）
問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-2717

会場／防府市立防府図書館
　　　研修室
          防府市栄町1-5-1　
          ルルサス防府3階

防府

11月19日（木）

月いちキネマ

時間／10:00～（9:45開場）
懐かしい映画や話題の映画を毎月1回上映する
「月いちキネマ」。11月の上映は、2012年に公開
された、名優・高倉健さん最後の主演作品「あなた
へ」です。上映に際し、図書館職員が映画の原作本
や関連図書を紹介します。■料金：無料■定員：先着
15人程度　※部屋の利用に人数制限があるため、
参加をお断りする場合があります。　※当日、名簿
へ氏名・連絡先の記入をお願いします。※マスク着
用の上ご参加ください。
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団（防府図書館
☎0835-22-0780
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.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

11月14日（土）

れきみんミニ講座
「サロンとしての雲谷庵」

時間／13:30～15:00
展示担当学芸員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
■申し込み方法：電話またはメール■応募要件：中
学生以上■申し込み期限：11月１3日（金）
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/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

11月19日（木）～23日（月・祝）

菜香亭市民ギャラリー
「山口市五重塔6景・
維新8景スケッチ
絵はがき写真展」

時間／9:00（初日のみ13:00より）～
　　　17:00（最終日のみ16:00まで）
岡本正和さん、津田優子さんによる瑠璃光寺五重
塔や明治維新に関する史跡の鉛筆画と写真の展示
を行います。■入場料：無料
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3314
□HP  https://www.c-able.ne.jp/～saikou/news/
　news-gya.html


