
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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山 口 県 央 連 携 都 市 圏 域（ 山 口 市 、宇 部 市 、萩 市 、防 府 市 、美 祢 市 、山 陽 小 野 田 市 、島 根 県 津 和 野 町 ）の
地域の特徴をいかしたイベントが盛りだくさん。
特徴的な場所で体験するアートと食や、期間中だけの特別なまち歩きなど、「いま・ここ」だけの多様な
イベントがおこなわれます。

山口県央連携都市圏域イベント情報

（山口ゆめ回廊博覧会特別号）
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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月まで月2回程度
森の中の癒し空間・
秋吉台でのヨガ体験

時間／9:15～12:00
心も体も美しく! フィットネス・ヨガ教室で健康と自
然を満喫していただきます。■料金：4,000円■定
員：10～20人■申し込み方法：HP■申し込み期限：
希望日の1週間前

問い合わせ先／美祢市観光協会　
☎0837-62-0115
□HP  https://karusuto.com/

ゆめ散歩

体験鑑賞

会場／ときわ湖水ホール
　　　アートギャラリー 
          宇部市沖宇部254
時間／10:00～16:00

宇部

8月15日（日）まで
つくる・みる・
かんじる美術室

いつもの展示室が美術室に大変身。美術室の材料
や道具を使って自分らしいものづくりを楽しもう！無
料プログラム「シールであそぼう！」のほか、会場と
ウェブサイトで工作キットを販売。■料金:無料（一
部有料）■申し込み方法：電話■休館日：火曜
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282
□HP  https://tmk.ubebiennale.com

防府

会場／防府きもの体験しをり
          防府市車塚町9-22

12月19日（日）まで
歴史のまち防府で
伝統的な着付けと
「オリエンタル和装」の
2つの体験を楽しむ

防府ならではの「着物×洋装×歴史施設」のコラボ
レーションです。1日で着付けと「オリエンタル和
装」体験が楽しめます。■料金：28,000円（振袖着
付け2パターン）■定員：先着1～5人■申し込み方
法：電話■申し込み期限：希望日の1週間前■定休
日：月曜
問い合わせ先／ヘア＆メイクBe美
☎0835-22-8076

時間／9:00～12:00

体験

ゆめ散歩 体験

防府

会場／三田尻塩田記念産業公園
          防府市大字浜方381-3

12月26日（日）まで
三田尻の塩づくりを
体験しよう!

江戸時代から昭和30年代まで、約260年間、全国
有数の塩の産地として栄えた防府の昔ながらの塩
づくりが体験できます。■料金:大人310円、小・中学
生200円■定員:先着1～40人■申し込み方法：電
話■申し込み期限：希望日の1週間前■休園日：月曜
（7月～10月）、月・火曜（11月、12月）、祝日の翌日

時間／9:30～14:00

問い合わせ先／三田尻塩田記念産業公園
☎0835-25-3510

食 体験

防府

会場／とのみまちづくり社
          防府市大字富海988-5

12月30日（木）まで 
AIMA（藍間）で
染める自分自身の
藍染「富海ブルー」

時間／①14:00～16:00
　　　②15:00～翌日10:00

ゆめ散歩 体験

防府

会場／長州鋳物記念館
          防府市松崎町12-17

12月26日（日）までの土・日・祝日
「鋳造体験」で
オリジナル盃づくりと
山口の地酒飲み比べ

防府に伝わる鋳造の技術を体験。防府の鋳造の歴
史を学んだ後、錫（すず）でオリジナル盃やタンブ
ラーを製作し、そのまま持ち帰れます。■料金:①
盃：6,000円②タンブラー：8,000円■定員:各回先
着4人■申し込み方法：電話■申し込み期限：希望日
の1週間前■休館日：平日（月～金曜）
問い合わせ先／アボンコーポレーション(株)
☎0835-28-3702

時間／①13:00～14:00
　　　②14:15～15:15
　　　③15:30～16:30
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日本最大級のカルスト台地「秋吉台」を駆け巡る! 
ツアーに使用するセグウェイは野山を走行できる
オフロードタイプ。途中、秋吉台のお話や写真タイ
ムをはさんで最終目的地の美東展望台に向かいま
す。■料金：8,000円（税込）※ヘルメット・レインポ
ンチョ貸出含む■定員：各5人■申し込み方法：HP
■応募要件：16～70歳で体重が45～118kgの方 
※飲酒者、妊婦、歩行が困難な方はご参加いただ
けません。■申し込み期限：希望日の前日
問い合わせ先／秋芳洞案内所　
☎0837-62-0018
□HP  https://karusuto.com/

時間／①10:00～12:30
　　　②13:00～15:30

会場／長者ヶ森駐車場
          美祢市美東町

美祢

2022年3月31日（木）まで
セグウェイツアー
in秋吉台

ゆめ散歩

津和野で長く飲まれているカワラケツメイから作られ
るノンカフェインのお茶「ざら茶」を作る体験です。■
料金：2,000円■定員：1～5人■申し込み方法：電話
■申し込み期限：希望日の5日前■定休日：日曜

会場／香味園上領茶舗 
          島根県鹿足郡津和野町後田ロ519

津和野

12月31日（金）まで
津和野でオリジナル
ブレンドのお茶を
作ってみよう

問い合わせ先／香味園上領茶舗　
☎0856-72-0266

時間／10:00～17:00

ゆめ散歩

鑑賞

宇部

9月5日（日）～26日（日）
第29回
UBEビエンナーレ
(現代日本彫刻展)
応募作品展

会場／ときわ湖水ホール
　　　大展示ホール
          宇部市沖宇部254
時間／10:00～17:00
1961年から続く野外彫刻の国際コンクール。
2022年秋に開催される「第29回UBEビエンナー
レ(現代日本彫刻展)」で、野外彫刻となる実物制作
指定作品を含む入選作品プラン40点と全応募作
品を展示。■料金：無料■休館日：火曜
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282
□HP  https://ubebiennale.com

日本古来の伝統技法「灰汁（あく）発酵建て」を駆使
した天然藍染め体験ができます。ゆっくり楽しみた
い方のために、瀬戸内海を望む古民家を再生した
宿で、一泊朝食付きのプランも用意しております。
■料金：①体験のみ：9,900円②宿泊付き：17,600
円■定員：①体験のみ：先着2～8人②宿泊付き：先着
2～6人※1日1組のみ■申し込み方法：電話■申し
込み期限：希望日の1週間前■定休日：月・火曜
問い合わせ先／（一社）とのみまちづくり社
☎0835-34-1212

防府

会場／毛利氏庭園 
          防府市多々良1-15-1

9月4日（土）、10月2日（土）、
11月6日（土）、12月4日（土）

重要文化財旧毛利家本邸・
名勝毛利氏庭園を隅から隅まで
楽しむガイド付きツアー

歴代藩主の画像が掲げられた画像堂など、普段見る
ことができない場所をガイド付きで見学できます。
見学後は毛利家に伝わる絶品よもぎ餅が堪能できま
す。■料金:3,000円■定員:先着4～20人■申し込
み方法：電話■申し込み期限：希望日の1週間前
問い合わせ先／防府市観光ボランティアガイドの会
☎090-7128-6568

時間／13:00～15:30（荒天時は中止）

ゆめ散歩 鑑賞食

問い合わせ先／山陽小野田市シティセールス課
☎0836-82-1151
　kankou@city.sanyo-onoda.lg.jp

会場／妙徳寺
          山陽小野田市大字郡768
時間／11:30～15:00（受付11：00～）

9月5日（日）
異文化コラボ!
お寺で楽しむ
地中海風料理
～未来に繋げたい
文化と食～

厚狭毛利家ゆかりの400年以上の歴史をもつ清涼
山妙徳寺と地中海料理を振る舞う人気店ラ・ティエ
ラの異文化コラボ企画です! 食後は本堂に移動し、
お寺ならではの環境で音楽鑑賞をお楽しみくださ
い! ■料金：6,000円（税込）■定員：先着20人■申
し込み方法：電話またはメール■申し込み期限：8月
27日（金）

山陽
小野田

食
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ゆめ散歩

宇部

9月11日（土）、10月9日（土）、
11月13日（土）
旧山陽道「船木宿」を
観光ソムリエと歩く
歴史探訪ウォーク

会場／船木ふれあいセンター
          宇部市船木179-1
時間／9:00～12:00
旧山陽道の宿場町として栄え、近代は石炭産出に
沸き賑わった歴史の街「船木宿」を見どころス
ポット満載でご案内します。■料金：1,500円■定
員：6～25人■申し込み方法：FAX■申し込み期
限：希望日の2週間前
問い合わせ先／船木ふれあいセンター
☎0836-67-1183
FAX0836-67-1404

防府

ゆめ散歩 鑑賞

会場／周防国分寺 
          防府市国分寺町2-67

9月25日（土）、10月3日（日）・17日（日）、
11月21日（日）・28日（日）、12月4日（土）

防府市幸せます
パワースポット巡り2021
～古刹・周防国分寺で
非日常の世界を体験～

約1200年の歴史をもつ古刹・周防国分寺での貴重
な体験ツアー。国指定重要文化財の金堂にて迫力
ある数多くの仏像を拝観した後は、写経を体験しま
す。さらに、日頃は入ることのできない持仏堂で、荘
厳な雰囲気の中、真言宗に伝わる呼吸法・瞑想法で
ある貴重な「阿字観（あじかん）」も体験できます。
■料金：3,000円■定員：先着4～10人■申し込み
方法：電話■申し込み期限：希望日の1週間前
問い合わせ先／防府市観光ボランティアガイドの会
☎090-7128-6568

時間／13:00～15:30

会場／松陰神社
          萩市椿東1537

9月14日（火）、10月12日（火）、
11月9日（火）、12月14日（火）
萩 上田名誉宮司又は
白上宮司による
プレミアムな
松陰神社ツアー

時間／13:30～15:00
長州藩の幕末の志士、吉田松陰を祀った松陰神社
をご案内。明治維新で活躍した多くの逸材を育て
た吉田松陰が主宰した、普段は上がることのできな
い世界遺産・松下村塾に実際に上がり、松陰神社の
上田名誉宮司又は白上宮司の講話を受講するプレ
ミアムな経験を。■料金：5,500円（消費税含む）※
キャンセル料の発生あり■定員：2～15人■申し込
み方法：メール■申し込み期限：希望日の2週間前

ゆめ散歩

問い合わせ先／（一社）萩市観光協会
☎0838-25-1750
　 info@hagishi.com

会場／湯田温泉エリア
　　　【集合場所】
　　　狐の足あと
          山口市湯田温泉2-1-3
時間／10:00～12:00
開湯約800年を誇る湯田温泉。幕末維新の志士が
活躍した歴史の舞台を散策し、飲泉・手湯・足湯等を
体験するツアー。湯田温泉の老舗旅館「松田屋」で
は、歴史通のガイドならではの話を聞かせてくれま
す。希望者は、「松田屋」の温泉で癒やしのひとと
きをどうぞ。■料金：2,000円※希望者による松田
屋の温泉特別入浴料は別途500円（合計2,500
円）■定員：2～15人■申し込み方法：電話■申し込
み期限：希望日の1週間前
問い合わせ先／新山口駅観光交流センター
☎083-902-0037

山口

9月18日（土）、10月9日（土）、
11月6日（土）、12月4日（土）
幕末の面影を残す
「松田屋」と
湯田温泉散策ツアー

ゆめ散歩

美祢

9月18日（土）、10月16日（土）、
11月20日（土）

電動アシスト自転車で巡る!! 
『秋吉台の絶景＆
名水グルメ』ツアー

ゆめ散歩

会場／秋吉台各所 
          美祢市秋芳町
時間／10:00～14:00
秋吉台を縦断する約10kmの「カルストロード」や
日本名水百選「別府弁天池」など、壮大な景色や爽
快な風を身体で感じていただくツアー。昼食には、
弁天池の名水で育ったニジマスを使った「ますバー
ガー」や「秋芳梨」など、地域の方のおもてなしを
満喫いただきます。■料金：6,000円■定員：5～10
人■申し込み方法：電話またはメール■申し込み期
限：希望日の1週間前
問い合わせ先／美祢市観光協会
☎0837-62-0115
　info@akiyoshida.com 
□HP  https://karusuto.com/
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体験

会場／萩・明倫学舎、萩城城下町
          萩市江向602

10月1日（金）～10日（日）
萩 着物ウィークin萩
2021

時間／10:00～17:00
世界遺産に登録された江戸時代の町並みが残る風
情ある萩城下町を会場に開催。着物が似合う美し
い町並みを散策したり、和の体験プログラムなどを
楽しむイベントです。■料金：着物レンタル4,000円
■定員：1日20人程度■申し込み方法：電話

問い合わせ先／（一社）萩市観光協会
☎0838-25-1750

鑑賞

会場／萩博物館
          萩市堀内355

10月2日（土）～12月26日（日）
萩 特別展「旅と人と萩と」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
萩に城下町ができた江戸時代、泰平の世を迎えた
人々は続々と旅に出掛け、旅はすぐに一般的なも
のになりました。江戸時代から近代にかけての旅と
人、そして萩との関係に注目し、旅に関する資料を
展示します。■料金：大人520円、高校・大学生310
円、小・中学生100円■休館日：会期中無休
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447

会場／山口市菜香亭（集合場所）
          山口市天花1-2-7

山口

9月25日（土）、10月9日（土）、23日（土）、
11月13日（土）、27日（土）
開運! 西の京・山口、
風水パワスポ巡り

時間／13:30～16:30
京から陰陽師を招き、風水を駆使してつくられた
パワースポット・山口を名物ガイドとともに歩きま
す。■料金：3,000円（特製御守・保険代込、キャ
ンセル料あり）■定員：各回先着10人■申し込み
方法：電話■休館日：火曜
問い合わせ先／山口市菜香亭　
☎083-934-3312
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~saikou/

ゆめ散歩

問い合わせ先／津和野町郷土館（休館日：土・日・祝日）
☎0856-72-0300

森鷗外や西周など、数多くの優れた人材を輩出し
た藩校養老館にて論語や古武術を体験して頂く体
験プログラムです。江戸時代の武士の学校『津和
野藩校養老館』で武士の子どもたちの学び体験を
してみませんか。■料金：1,500円■定員：10人■
申し込み方法：電話■申し込み期限：希望日の5日前

会場／藩校養老館  
          島根県鹿足郡津和野町後田ロ66

津和野

9月25日（土）、10月17日（日）、
11月20日（土）
津和野の藩校で論語・
古武道を体験しよう

時間／13:30～15:00

ゆめ散歩

津和野町で幕府の天領として銅の採掘に携わり、
財をなした堀氏の主家と客殿をガイドの解説付き
で楽しむツアーです。名園の静謐とした空気を邪魔
されることなく貸し切りで楽しむことができます。客
殿「楽山荘」でお食事を楽しんだ後は、お抹茶で一
服。■料金：13,000円■定員：8～10人■申し込み
方法：電話■申し込み期限：希望日の10日前

会場／旧堀氏庭園   
          島根県鹿足郡津和野町邑輝795
時間／11:00～14:30（受付は10:45～）

津和野

10月4日（月）、18日（月）
津和野の名園
「旧堀氏庭園」を
贅沢貸切でお楽しみ

ゆめ散歩

会場／食彩健美　廣石
          山陽小野田市大字千崎616-15
時間／10:00～12:30（受付9:45～）

9月26日（日）、10月24日（日）、
11月28日（日）
レノファ山口の
ロゴタイトルを書いた
書道家の指導による
自分だけの
書道アート作品づくり

料理の世界から書の世界に入った廣石伸志氏の
指導による書道アート体験とスペシャル定食をお
楽しみください! ■料金：3,000円（税込）■定員：
各回先着8人（4人未満の場合は不催行）■申し
込み方法：電話またはメール■申し込み期限：希望
日の2週間前

山陽
小野田

体験食

問い合わせ先／山陽小野田市シティセールス課
☎0836-82-1151
　kankou@city.sanyo-onoda.lg.jp
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問い合わせ先／山陽小野田市文化スポーツ推進課
☎0836-82-1115

会場／①不二輸送機ホール（文化会館）
          　 山陽小野田市大字郡1754
　　　②③妙徳寺
          　 山陽小野田市大字郡768
時間／13:00～16:30
小倉百人一首“恋の歌”限定のかるたを、袴姿でぜ
ひ体験してみませんか? 競技かるたが初めての
方でも楽しめます♪ ■料金：4,000円（袴レンタ
ル・着付料込）■定員：先着15人程度■申し込み
方法：電話■申し込み期限：希望日の10日前まで

①10月9日（土）
②11月20日（土）
③12月5日（日）
しのぶ恋、せつない恋、
いちずな恋...
大人の恋にあふれる
小倉百人一首で
「恋すてふかるた」
～映画「ちはやふる」の
世界を体感～

山陽
小野田

体験

鑑賞

会場／①YCAMサテライトA
         　  山口市駅通り1-5-25
　　　②常栄寺雪舟庭
         　  山口市宮野下2001-1
　　　③山口情報芸術センター
　　　　[YCAM]
          　 山口市中園町7-7

山口

10月8日（金）～2022年1月30日（日）
YCAM特別企画展 
坂本龍一
ART-ENVIROMENT-LIFE 2021
①坂本龍一+高谷史郎
　《water state 1》
②坂本龍一+YCAM InterLab
　《Forest Symphony》
③坂本龍一+高谷史郎
　《LIFE-fluid,invisible,inaudible...》 

時間／①10：00～18：00
　　　②10：00～16：30
　　　③10：00～18：00
①坂本龍一＋高谷史郎《water state 1》作品中
央に置かれた漆黒の水面に水滴が落ち、波紋が広
がり、それと呼応するように繊細なサウンドが会場
を包み込むインスタレーション作品です。②坂本龍
一＋YCAM InterLab《Forest Symphony》 
樹々の生命活動から生じる電気的な変化を観測、記
録し、そのデータを元に制作されたサウンドインス
タレーション作品です。③坂本龍一＋高谷史郎
《LIFE̶fluid,invisible,inaudible...》1999年に
発表された坂本龍一氏のオペラ作品「LIFE」の音
楽と映像、そして時間軸を解体/再構成するかたち
で制作したインスタレーションの大作です。■料金：
無料※ただし、常栄寺雪舟庭入場料は別途必要■
休場：火曜、年末年始（12月29日～1月3日）

問い合わせ先／山口情報芸術センター[YCAM]　
☎083-901-2222

問い合わせ先／ウインズ津和野町観光協会旅行センター
☎0856-72-1751

会場／①山陽オートレース場走路内
　　　　  山陽小野田市大字埴生700
　　　②江汐公園グリーン広場
　　　　  山陽小野田市大字高畑401-1
　　　③小野田運動広場
　　　　  山陽小野田市中川5-6767-3ほか
　　　④厚狭球場
　　　　  山陽小野田市大字厚狭829ほか 

①10月9日（土）、10日（日）
②10月23日（土）、24日（日）
③10月30日（土）、31日（日）
④11月6日（土）、7日（日）

そらから魅る超絶景!
山陽小野田

み
山陽
小野田

体験

時間／7:30～10:30
　　　（1回のフライト時間は5分）
瀬戸内海に面し、山口県南西部に位置する工業都
市・山陽小野田市の新たな魅力を伝える、熱気球の
体験搭乗イベントを開催します! ■料金：10,000円
（搭乗者保険料込）■定員：1日当たり30グループ（1
グループ：小学生以上4～6人）■申し込み方法：電話
またはメール■申し込み期限：9月13日（月）
問い合わせ先／山陽小野田市シティセールス課
☎0836-82-1151
　kankou@city.sanyo-onoda.lg.jp

会場／萩城城下町
          萩市呉服町1

10月8日（金）～10日（日）（予定）
萩 世界遺産・萩城下町
「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1㎞
強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やり
照らし出され、趣たっぷりの夜が楽しめます。
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

鑑賞
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ゆめ散歩

会場／楠こもれびの郷  
          宇部市西万倉1662-1
時間／10:00～12:30

宇部

11月6日（土）、12月4日（土）
お洒落な田舎を体感!
ノースウベ de 
プレミアム体験
～楠こもれびの郷で
“ゆうれい寿司”
づくり体験

田園風景の中に佇む「楠こもれびの郷」で、農業体
験と郷土料理“ゆうれい寿司”づくりを体験。当日使
える1,000円分のお買物券、くすくすの湯入浴券、
古民家倉（SOU）ランチ付き。■料金：5,000円■
定員：先着8人■申し込み方法：電話またはHP■応
募要件：13歳未満は保護者同伴■申し込み期限：希
望日の1週間前■休館日：水曜
問い合わせ先／（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050
□HP  https://www.asoview.com/

鑑賞

10月10日（日）～12月20日（月）
創立50年記念
「'21 日本のガラス展」
巡回展
～日本の最新ガラスアートを
俯瞰する～

山陽
小野田

会場／不二輸送機ホール（小ホール）
          山陽小野田市大字郡1754
時間／9:00～17:00

問い合わせ先／山陽小野田市文化スポーツ推進課
☎0836-82-1115

日本ガラス工芸協会の主催で3年ごとに開催され
る「日本のガラス展」の巡回展を、山陽小野田市で
中四国地方初開催します。日本の最新ガラスアート
をこの機会にぜひ御鑑賞ください! ■料金：500円
（高校生以下無料）■休館日：毎月第1・3火曜、11
月15日（月）（作品入れ替えのため）

問い合わせ先／津和野町日本遺産センター
☎0856-72-1901

津和野町が認定を受けた日本遺産「津和野今昔
～百景図を歩く～」を日本遺産コンシェルジュと巡
る日本遺産探訪ツアーです。津和野百景図に描
かれた当時の津和野と今の津和野を見比べなが
ら歩いてみると、きっと素敵な発見がありますよ。
■料金：2,000円■定員：2～20人■申し込み方
法：電話■申し込み期限：希望日の1週間前■休館
日：月曜（月曜が休日のときはその翌日）

会場／津和野町内
　　　（津和野町日本遺産センター集合）
          島根県鹿足郡津和野町後田ロ253

津和野

10月23日（土）、11月27日（土）
日本遺産ガイドと歩く
秋の津和野路散策

時間／13:00～15:00
　　　※少雨決行、荒天中止（当日9時に判断）

ゆめ散歩

問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8353

会場／ときわ公園 
          宇部市野中3-4-29
時間／10：00～15：30

宇部

10月10日（日）
EAT UBE! 2021

「宇部を食べつくせ!」を合言葉にうべの食を味わい、
楽しむイベント。宇部産の農作物・魚・加工品などの販
売を行う「TKWファーマーズマーケット」、宇部産食
材を中心にした地元飲食店などが出店する「宇部マ
ルシェ」、ハンドメイド・クラフト作家の雑貨販売や
ワークショップを行う「cher cher（シェルシェ）」が
揃い、宇部の食を存分に堪能できます。■料金：無料

食 鑑賞

体験食 鑑賞

会場／宇部中心市街地
宇部

11月7日（日）
第70回宇部まつり

市制施行100周年を記念するアニバーサリーイ
ベントとして、多数の市民が参加できる様々な催
しを開催します。■料金：無料

問い合わせ先／山口市観光交流課
☎083-934-2810

山口で作られたおいしいお米をテーマに“食・農・
アート”のイベントを開催。会場では、炊き立ての
ご飯とご飯に合うおかず、地酒などが楽しめま
す。また、アート展示やワークショップ、ステージ
イベントなど食とアートが満喫できます。
※飲食、ステージイベントは土日のみ実施

会場／中央公園
          山口市中園町7-1

山口

10月16日（土）～24日（日）
みんな大好き!
KOMEZUKI祭

時間／10：00～17：00

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

毎年好評の収穫祭に、県内の酒造の日本酒が大集
合！出来立ての新酒や宇部市内の飲食店が提供する
「宇部のおいしいもの」が盛りだくさん! ■料金：無料

会場／楠こもれびの郷 
          宇部市西万倉1662-1 
時間／未定

宇部

11月23日（火・祝）
こもれび収穫祭
山口の新酒まつり

食

問い合わせ先／
宇部まつり実行委員会事務局((一社)宇部観光コンベンション協会内)　
☎0836-34-2050

時間／未定

体験食 鑑賞

会場／ときわミュージアム
　　　「世界を旅する植物館」
         宇部市野中3-4-29 

宇部

11月12日（金）～14日（日）
Yumehaku
Art & Food in
TOKIWA museum
「つみくさあそび」

「指輪ホテル」演出家の羊屋白玉が、宇部市在住
の料理人とタッグを組んで演出する、植物たちの
不思議な世界。舞台となるのは世界中の植物が集
まる、ときわミュージアム「世界を旅する植物
館」。観客は植物たちに導かれ、照明や音響に
よって一変した植物館を巡ります。■料金：
12,000円（税込）■定員：18人程度
問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8353

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

会場／栽培屋さと 
          宇部市大字船木4765-1
時間／13:00～16:00
情熱農家プロジェクトtoppinの栽培屋さとで、旬の
野菜の収穫体験。初めての方でも丁寧に教えてもら
えるので安心して楽しめます。季節の野菜のお土産
付き。■料金：5,000円■定員：先着3人■申し込み
方法：電話またはHP■応募要件：13歳未満は保護
者の同伴が必要■申し込み期限：11月24日（水）

宇部

11月27日（土）
ノースウベde
プレミアム体験
～がっつり農業体験～

ゆめ散歩

問い合わせ先／（一社）宇部市スポーツコミッション
☎0836-39-7653
　info@ube-sc.jp

禅宗の名刹「宗隣寺」で座禅の初歩を体験しま
す。坐禅で自分自身と向き合った後は、県下最古
の名勝「龍心庭」の紅葉を愛でながら、副住職の
お話と、お抹茶をいただけます。宇部の「和」を満
喫し、心身を整えましょう。■料金：1,300円（お抹
茶・和菓子代込）■申し込み方法：メール

時間／14:00～15:30

会場／宗隣寺
          宇部市小串210

体験食 鑑賞

宇部

11月27日（土）
坐禅&紅葉の
宗隣寺で
心安らぐひとときを

会場／ソル・ポニエンテ
          山陽小野田市大字小野田760
時間／17:00～19:00（受付16：30～）

12月4日（土）
日本の夕陽百選の
夕陽を眺めながら
サンセットディナー
～この日だけのちょっと
リッチな非日常体験～

日本の夕陽百選に認定されている「きららビーチ
焼野」の夕陽を眺めながら、海辺のおしゃれなレ
ストラン「ソル・ポニエンテ」の料理を堪能できま
す。地元の食材を使った、この日だけのコース料
理をお楽しみください! ■料金：6,500円（税込）
■定員：先着40人■申し込み方法：電話または
メール■申し込み期限：11月26日（金）

山陽
小野田

食

問い合わせ先／山陽小野田市シティセールス課
☎0836-82-1151
　kankou@city.sanyo-onoda.lg.jp


