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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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美祢市

5月～6月 YAMAGUCHI MAGIC！
スタートアップキャンペーン
特別企画「そらから魅る超絶景」

5月11日(土)、12日（日）、18日（土）、19日（日）、
25日（土）、26日（日）、6月1日（土）、2日（日）

山陽小野田市

復活! 住吉まつり
～世代を超えて　
つながる日～

5月25日（土）、26日（日）

萩市

須佐湾遊覧船 
〈ジオクルージング〉

5月5日（日・祝）まで
津和野町

日本最古の岩石公開記念イベント
5月12日（日）

山口市

第8回湯田温泉スリッパ卓球大会
5月25日（土）

防府市

佐波川こいのぼりの川流し
5月3日（金・祝）～5日（日・祝）
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宇部市

新川市まつり

5月3日（金・祝）
～5日（日・祝）
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会場／発着場：須佐漁港
          （JR須佐駅から海側へ200ｍ）

萩

5月5日（日・祝）まで

須佐湾遊覧船 
〈ジオクルージング〉

時間／10:00～15:00
須佐湾は、北長門海岸国定公園の北端に位置し、
日本地質百選「ホルンフェルス」や断崖・奇岩など、
絶景の数々が点在します。 約1億年前（恐竜がいた
ころ）の火山活動によりできた「屏風岩」や約
1650万年前、日本海で最初に堆積した地層、その
中に入り込んだ斑れい岩、その周辺の地層がマグ
マの熱で焼かれてできた「ホルンフェルス」など…
火山活動と海が作りだした景観を現役漁師が操縦
する漁船で間近に体感できます。■料金：大人
1,800円（1,600円）、小学生以下900円（800
円）、3歳未満無料※海が時化の場合は、湾内コー
ス 約30分：大人1,400円（1,200円）、小学生以下
700円（600円）、3歳未満無料※（　）内は20人
以上の団体料金
問い合わせ先／（一社）須佐おもてなし協会　つわぶきの館
☎08387-6-2266
□HP  http://kanko.susa.in/weblog/susa-yuran/

会場／毛利氏庭園・旧毛利家本邸
          防府市多々良1-15-1

防府

5月2日（木・休）まで

毛利氏庭園・旧毛利家本邸
夕景観賞の夕べ

時間／17:30～19:30
旧毛利家本邸の2階から普段は眺めることのできない
春の街の夕景を心静かに観賞できます。■料金：無料
問い合わせ先／毛利報公会
☎0835-22-0001
□HP  https://visit-hofu.jp

会場／防府天満宮お茶室「芳松庵」
          防府市松崎町14-1

防府

5月5日（日・祝）まで

防府天満宮
ほうふ千年の灯りめぐり
「お茶と灯りのコンサート」

時間／18:00～19:00
5月1日 marimba&percussion CHU BAND
　  2日 和楽器バンド（凛ひとえ）
　  3日 モダンアンティークユニット glide
 　 4日 テナーサックスとピアノのデュオ　
 　 5日 雅会 邦楽演奏会
■料金：入場券 500円（お抹茶拝服付）、5日間通し
券 2,000円
問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
□HP  https://visit-hofu.jp

会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

5月6日（月・振休）まで

防府天満宮大石段花回廊

花回廊は、防府の春のシンボルとして有名です。防
府天満宮の大石段に地元の農業大学校や中学校
で育てられた600鉢以上のプランターで花文字を
表現します。今年の5月からは、新元号「令和」の花
文字を描きます。■観覧料：無料
問い合わせ先／防府天満宮大石段花回廊実行委員会
（防府商工会議所内）
☎0835-22-4352
□HP  http://www.h-c.or.jp/

会場／東大寺別院阿弥陀寺
          防府市牟礼1869

防府

5月6日（月・振休）まで

東大寺別院阿弥陀寺
湯屋の見学、
かわらけ投げ

時間／8:00～18:00
手のひらサイズの素焼きの陶器（かわらけ）に願い
ごとを書いて、福輪に向かってかわらけを投げま
す。かわらけが、輪に入ると願いが叶うといわれて
います。■料金：かわらけ投げ100円
問い合わせ先／東大寺別院阿弥陀寺
☎0835-38-0839
□HP  https://visit-hofu.jp

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

5月6日（月・振休）まで

昔のくらし展示
「大・台所展」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
台所は、建物のなかで食物を調理する場所です。
大昔から現代まで人々のくらしを支えてきました。
調理に欠かせない火と水を使うための技術は、時
代によって大きな違いがあります。台所の様子をみ
ることは、時代を理解することといってよいかもし
れません。本展示では、火と水を使う場所のうつり
かわりや、台所で使われていた昔の道具について
紹介し、台所の魅力について迫ります。■料金：一
般100円、70歳以上・18歳以下・障がいがある方
および同行の介護者は無料■休館日：月曜（祝日の
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://c-able.ne.jp/̃yrekimin/

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

5月6日（月・振休）まで

山口オクトーバー
フェスト2019

時間／11:00～21:00
4月26日から5月6日までの11日間、ドイツビール
の祭典が今年も山口にやってきます! 場所は、緑の
芝生が気持ち良い山口市中央公園。ビールだけで
なく、ドイツ人楽団による生演奏やご家族でゆっく
りお楽しみいただけるアトラクションも開催されま
す。今年は、山口県央連携都市圏域の魅力を発信
する「山口ゆめ回廊」ブースも出展しています。■
入場料：無料
問い合わせ先／yab山口朝日放送
☎083-933-1111
□HP  https://www.yab.co.jp/event/36824

会場／周防国分寺
          防府市国分寺町2-67

防府

5月6日（月・振休）まで

周防国分寺ライトアップ

時間／18:30～21:00
新緑のクスノキ、仁王門、金堂のライトアップ、心地
の良い音楽で心を癒やします。■料金：無料
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山陽
小野田

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

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

5月26日（日）まで

歴史民俗資料館展示
「10分でわかる
山陽小野田市の歴史」

時間／9:00～17:00
通常の常設展示をコンパクトにまとめ、山陽小野田市
の歴史をどなたでも分かりやすく紹介しています。この
機会に、山陽小野田市の歴史を学んでみませんか。■
入場料：無料■休館日：月曜、祝日、休日、5月7日（火）
問い合わせ先／山陽小野田市歴史民俗資料館
☎0836-83-5600
□HP  http://www.sanyo-onoda.lg.jp/site/rekimin/

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

5月29日（水）まで

企画展「端午」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
“端午の節句”にちなみ、少年用の甲冑を中心にした
「端午飾り」ほか、毛利家伝来の刀剣や具足・軍装や
身の回りの品々など、大名家の男性にまつわる名品を
展示します。■入館料：大人700円、小中学生350円。
博物館・庭園共通：大人1,000円、小中学生500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／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

5月31日（金）まで

企画展「昭和初期の
宴会風景
～料亭菜香亭の写真帳より」

時間／9:00～17:00

料亭菜香亭所蔵の写真帳より、昭和初期の宴会の集合写
真を展示します。当時の市民の服装と、当時の料亭菜香
亭の料理の出し方、什器の使い方、飾りの仕方をごらんく
ださい。また、あわせてその什器も展示します。■料金：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  http://www.c-able.ne.jp/̃saikou/news/
　news-enkai.html

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

5月31日（金）まで

小企画展「元号って何 / 
料亭菜香亭と行幸」

時間／9:00～17:00
元号についてちょっと学べる説明パネルと、戦前に大正
天皇（皇太子）、昭和天皇（皇太子）が山口に行啓されたと
きの料亭菜香亭との関わりの資料を紹介します。■料金：
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  http://www.c-able.ne.jp/̃saikou/news/
　news-gengo.html

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

防府

6月9日（日）まで

特別展
「究める! マグネット展」

時間／9:30～17:00（入館は16：30まで）
日常生活で活用される磁石の世界について、磁石
が引き起こす実際の現象を実験装置で体験できる
特別展です。■観覧料：高校生以上300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：5月6日
（月・振休）を除く月曜、5月7日（火）、5月8日（水）
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール）
□HP  http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp

会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

6月23日（日）まで

コレクション展示
「山頭火を書いた現代人」

時間／10:00～18:00
大正から昭和初期にかけて活躍した自由律俳人と
して知られる山頭火は、その生き方・俳句によって
現代に生きる我々をも魅了します。今回の企画展
では、山頭火ブームの火付け役となった永六輔や、
防府市にゆかりのある方々等、現代人7人を取り上
げ、それらの人々が山頭火句を書画で表現した作
品を展示します。現代まで衰えない山頭火の魅力

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/

をぜひ身近に感じてみてください。■入館料:無料
■休館日：火曜、5月8日（水）

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112

山口

7月1日（月）まで

企画展「四境戦争への道
～慶応前期の
大村益次郎と長州藩～」

時間／9:00～17:00
村医者から兵学者に転じ、我が国の近代兵制の基礎
を築いた“立役者”大村益次郎。四境戦争が目前に迫
る中、益次郎が長州藩兵事の中枢で活躍した業績
を、山口市指定文化財『大村益次郎関係資料』の展示
により、紹介します。■料金：高校生以上200円、小中
学生100円■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

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

7月28日（日）まで

企画展「沸騰する精神
―詩人・上田敏雄」

時間／9:00～17:00
　　　5月～閉館18：00
1900（明治33）年、現在の山口県防府市に生まれた
上田敏雄は、1928（昭和3）年に、日本初のシュルレ
アリスム（超現実主義）宣言を発表します。中也とは、
1931（昭和6）年に入学した東京外国語学校の同級
生の間柄で、中也は詩集『山羊の歌』を上田に献呈し
ています。本展は、絶えず変化し、常に新しい詩精神に
よって詩をつくり続けた詩人・上田敏雄の全貌を、貴重
な直筆資料の展示を中心に紹介します。■入館料：一
般320円、学生210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  http://www.chuyakan.jp/

会場／防府天満宮歴史館
          防府市松崎町14-1

防府

10月20日（日）まで

防府天満宮歴史館
特別展「生誕180年
『高杉晋作』展」
～天神さまを信仰した
幕末の風雲児～
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時間／9:00～16:30
高杉晋作にまつわる非公
開史料を中心に展示しま
す。■料金：大人500円
（20人以上の団体は400
円）、高校生以下無料

問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
□HP  https://visit-hofu.jp

会場／萩市民体育館
          萩市大字椿3395-1

萩

5月1日（水・休）～5日（日・祝）

萩焼まつり

時間／9:00～17:30
毎年、約50の萩焼窯元や販売店が出店し、5日間大
即売を行います。販売価格も通常より安く、品揃え
も豊富です。また、会場では萩の特産品の販売や、
ろくろを使って実際に萩焼が作れる「ろくろ体験
コーナー」、また萩焼の器を使った「テーブルコー
ディネート展」などもあります。この機会に400年の
歴史を誇る萩焼にふれてみてはいかがでしょうか? 
問い合わせ先／萩商工会議所
☎0838-25-3333
□HP  http://www.haginet.ne.jp/users/hagi-cci/
　hagiyakimaturi/

会場／防府天満宮歴史館地下ホール
          防府市松崎町14-1

防府

5月1日（水・休）

ご即位・改元奉祝講演
「奇兵隊と元号」

時間／11:00～11:40
講師：一坂太郎さん（防府天満宮歴史館顧問）■料
金：無料
問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
□HP  https://visit-hofu.jp

会場／常盤通り周辺
          宇部市役所周辺国道190号
　　　 （5日は交通規制あり）

宇部

5月3日（金・祝）～5日（日・祝）

新川市まつり

問い合わせ先／新川市まつり実行委員会
☎0836-31-0251

山陽
小野田

会場／きららガラス未来館
          山陽小野田市焼野海岸

5月3日（金・祝）、5月4日（土・祝）、
5月5日（日・祝）、6月9日（日）、
6月23日（日）

ガラス作品制作体験

時間／吹きガラス体験
　　　5月3日（金・祝）、5月4日（土・祝）、
　　　6月9日（日）、6月23日（日）
　　　①9：00～②13：30～
　　　サンドキャスト体験
　　　5月5日（日・祝）
　　　①9：00～②10：30～
■対象：小学1年生以上■料金：吹きガラス体験
2,620円～、サンドキャスト体験1,590円～■定員：
吹きガラス体験各5人、サンドキャスト体験各10人
■申し込み方法：電話※作品のお渡しは制作後の1
週間後です。ゴールデンウィーク期間中の体験作品
は2週間後以降にお渡しします。※随時体験も各種
あります。詳しくは電話またはHPをご覧ください。
問い合わせ先／きららガラス未来館
☎0836-88-0064
□HP  http://www.onodaglass.jp

会場／防府市奈美、中央橋上流

防府

5月3日（金・祝）～5日（日・祝）

佐波川こいのぼりの川流し

時間／9:00～16:00
こいのぼりが佐波川の水中を泳ぐ、そう快な風景が
楽しめます。河川敷では、こいのぼりを手に走って泳
がす「こいのぼりの舞」が体験できます。■料金：無料
問い合わせ先／佐波川こいのぼりの川流し実行委員会
☎090-2095-1432（石光）

会場／萩城跡指月公園・旧久保田家住宅・
　　　旧厚狭毛利家萩屋敷長屋・萩博物館
          

萩

5月3日（金・祝）、4日（土・祝）

萩・大茶会

時間／10:00～15:00
萩藩時代から受け継がれている萩の茶の湯。市内4流派に
よって萩城跡指月公園内にある花江茶亭など市内にある
文化財施設等で茶会が催されます。江戸時代の町並みと、
萩の歴史を感じながら、お抹茶をお楽しみください。■前売
り券/セット券（抹茶4席）1,900円、セット券（抹茶2席）
1,100円■当日券/1席券600円■前売券販売所：観光
課、萩市観光協会、萩商工会議所、萩温泉旅館協同組合
問い合わせ先／萩・大茶会実行委員会（萩市観光課内）
☎0838-25-3139
□HP  http://www.hagishi.com/search/
　detail.php?d=900014

会場／萩市萩往還交流施設
　　　「乳母の茶屋」と周辺民家
          萩市大字明木

萩

5月3日（金・祝）、4日（土・祝）

第16回萩往還まつり
「技・明木展」

萩市堀内地区伝建地区内を、各地点にいる地区住
民から説明を受けながら、ゴールまで歩くイベント
です。自分のペースで歩くことができ、スタンプラ
リーも実施します。雨天時は翌日に延期します。
問い合わせ先／萩往還佐々並どうしんてやろう会
☎0838-56-0033

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025
　　　藤河内茶園
          宇部市小野藤河内

宇部

5月3日（金・祝）

八十八夜お茶まつり

時間／10:00～14:30※雨天時は13：30まで
■茶摘み体験（10:30～14:00、参加費500円、新茶
30g付き、中学生以下無料）■餅まき（12:30～）■
健康ウオークラリー■製茶体験■お茶の飲み比べ茶
レンジ■新茶・地元野菜・特産品の販売、バザーなど
問い合わせ先／宇部市農林振興課
☎0836-67-2816

期間中のイベントは5月5日（日・祝）がメーン。市民
公募で選ばれた花嫁花婿の門出をまちじゅうで祝う
「うべ狐の嫁入り行列」、市内のクリエイターなどが
自ら生産・加工した商品やサービスを提供する「星
★町マルシェ」などのイベントが盛りだくさんです。

会場／萩市大字堀内

萩

5月3日（金・祝）

第2回城下町萩・堀内散策

時間／9:30～14:30



2 0 1 9 . 0 5 _ M a y .

0 4

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月10日（金）～13日（月）

押し花で描くときわ公園

時間／9:00～17:00（最終日は16:00まで）
ときわ公園の花や風景、動物たちを押し花で描い
た作品を展示します。※無料で押し花のしおりが作
れます（先着300人）■料金：無料
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／秋吉台（長者ケ森駐車場）
          美祢市秋芳町秋吉

美祢

5月11日(土)、12日（日）、
18日（土）、19日（日）、
25日（土）、26日（日）、
6月1日（土）、2日（日）

5月～6月 
YAMAGUCHI MAGIC！
スタートアップキャンペーン
特別企画
「そらから魅る超絶景」

み

時間／7:00～10:00
熱気球に乗って、いつもと違う空からの眺めで秋吉
台の絶景を楽しもう! 期間限定のイベントですので、
この機会に熱気球のフライトを、ぜひ、ご体験くださ
い。■料金：大人1,000円、小学生500円、小学生未
満無料■応募要件：小学生以下の方が搭乗される場
合は､保護者同伴
問い合わせ先／山口県観光プロジェクト推進室
☎083-933-3204
□HP  https://yamaguchi-magic.jp/campaign/#id_balloon

山陽
小野田

会場／高泊神社近くの田んぼ
          山陽小野田市大字西高泊

5月5日（日・祝）

泥んこ2019

時間／11:30～13:00（受付は10:30～）
　　　※雨天中止
田んぼの真ん中で日本一長い90mのお好み焼き作り
に挑戦しませんか。■対象：どなたでも参加可（小学生
以下は保護者同伴）■持参するもの：木製または鉄製
のフライ返し（ヘラ）、割り箸、お手拭き用のティッ
シュ、軍手■参加費：1人500円（材料費、保険代等）■
定員：先着300人■申し込み方法：江汐公園管理棟、市
民体育館、竜王山公園オートキャンプ場に備え付けの
申込書に記入し提出■申し込み期限：5月3日（金・祝）
問い合わせ先／泥んこ実行委員会事務局（江汐公園管理棟内）
☎0836-83-5378

会場／東大寺別院阿弥陀寺
          防府市牟礼1869

防府

5月5日（日・祝）

東大寺別院阿弥陀寺
石風呂体験入浴

時間／12:00～19:00
囲炉裏を囲んで阿弥陀寺の由緒話を聞けます。ぜ
んざいの接待も受けられます。■料金：無料
問い合わせ先／東大寺別院阿弥陀寺
☎0835-38-0839
□HP  https://visit-hofu.jp

会場／国立山口徳地青少年自然の家
          山口市徳地船路668
　　　 ※雨天実施

山口

5月6日（月・振休）

第6回森フェス
～癒しの森の
ネイチャーライフ元年!～

時間／9:30～16:00
森や自然を楽しみながら、森と人との関わりや森と繋がる
ライフスタイルを考えてもらうイベントです。森歩き・山登
りなどの森林セラピーガイドツアー、森のヨガ、木登り体
験、クラフトワークショップなどの体験メニューやフード・カ

問い合わせ先／森林セラピー山口
☎0835-56-5234　FAX：0835-56-5235
　ytherapy@c-able.ne.jp

フェコーナーなど多数の企画を用意しています。ぜひご家
族でご来場ください。■料金：無料（一部有料の体験有り）
■定員：体験ごとに異なる■申し込み方法：当日申し込み

津和野

会場／巡礼：津和野カトリック教会
　　　　　 ～乙女峠
　　　ミサ：乙女峠
          島根県津和野町後田66-7

5月3日（金・祝）

乙女峠まつり

時間／10:30巡礼
　　　12:00ミサ
明治初め、長崎から流刑された数多くの信者が、拷問や投
獄でもその信念を貫き通し、この地で命をおとしました。こ
れらキリシタン殉教者に捧げられる「乙女峠まつり」が、毎
年5月3日に行われます。津和野カトリック教会から約2㎞
離れた乙女峠を目指して、聖母マリア像を中心に信者の
巡礼の行列が続きます。正午より荘厳な野外ミサが行わ
れ、殉教者に捧げられる聖歌の響きは、信者はもちろんの
こと、観光で訪れた人々にも清らかな感銘を与えます。
問い合わせ先／津和野カトリック教会
☎0856-72-0251
□HP  http://www.sun-net.jp/̃otome/matsuri.html

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

5月5日（日・祝）

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

萩往還の宿駅として栄えた「明木市」で往時の賑わいを
再現して交流するイベント■県内外の伝統工芸品や地
域の特産品の展示販売■オカリナ演奏■ネパール・イン
ドカレーなど飲食コーナー約80店の出店見込み
問い合わせ先／萩往還工芸まつり実行委員会
☎0838-55-0817内村会長宅

時間／10:00～16:00
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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）

5月13日（月）～16日（木） 

山陽オートレース
本場開催

時間／10:00～17:00

山陽
小野田

会場／秋吉台国際芸術村コンサートホール
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

5月12日（日）

Feminine chor さくら
せかんどコンサート

時間／13:30開演
美祢市で精力的に活動するコーラスチーム、
“Feminine Chor さくら”の2回目となるコンサート。
民謡から歌謡曲、OrbanのMass No.6まで、幅広い
音楽を奏でるさくらの美しいハーモニーをお楽しみ
ください。■入場料：一般500円、高校生以下無料
問い合わせ先／Feminine chor さくら事務局
☎090-8361-5142
□HP  http://www.aiav.jp/5999/

会場／ときわ動物園 体験学習館モンスタ
          宇部市則貞3-4-1

宇部

5月12日（日）

ワークショップ　
鳥になっちゃおう!

時間／14:30～（受付は15:15まで）
鳥の帽子をつくります■料金：無料■定員：先着20人
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

会場／秋吉台展望台付近
　　　（詳しい位置はプログラムにて紹介）
　　　「国定公園・秋吉台」
          美祢市秋芳町秋吉

美祢

5月12日（日）

秋吉台ロゲイニング2019

時間／8:00～14:30
秋吉台カルスト台地を競技エリアとして、地図と頭
脳と体を使ったナビゲーションゲームが開催されま
す。■料金：個人参加・チーム参加 1人目【5時間の
部】5,000円、【3時間の部】3,000円。2人目から1
人増えるごとに1,500円加算。学生はすべててのク
ラス1人目を半額。家族・ジュニアクラスは上記にか
かわらずすべて1人1,000円とし、チーム当たり
1,000円を加算■定員：100人・組（定員になり次第
締め切り）■申し込み方法：電話■申し込み期限：5月
2日（木・休）参加費振込完了および参加申込書必着
問い合わせ先／秋吉台ロゲイニング2019実行委員会
☎0834-25-3031
☎090-1687-3343 （いずれも20:00～23:00厳守）
□HP  https://karusuto.com/wp-content/uploads/
　2019/04/44485fc7687b7c469d9c5d
　2425cc3258.pdf

会場／講演会：津和野町民センター
          島根県津和野町後田ロ66
　　　現地見学会：畑迫公民館前集合
          島根県津和野町部栄346-1

津和野

5月12日（日）

日本最古の岩石公開
記念イベント

時間／講演会10:00～
　　　現地見学会13:00～17:00
日本最古の岩石が津和野町内で発見されたとい
う、大変うれしいニュースが今年3月25日に全国で
報じられました。このたび、発見者である広島大学
のご協力のもと、津和野町内で日本最古の岩石を
初公開することになりましたので、お知らせします。
■申し込み方法：電話（平日のみ）またはメール■応
募要件：参加項目（講演会または現地見学）、氏名、
住所、連絡先（電話番号）、バス利用の有無をご連
絡ください
問い合わせ先／津和野町郷土館
☎0856-72-0300
　kyoudo_museum@town.tsuwano.lg.jp

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

5月11日（土）、12日（日）

菜香亭市民ギャラリー
「第9回フレッシュフラワー&
プリザーブドフラワー
アレンジメント作品展
～山口の初夏を彩る～」

時間／10:00～17:00

フラワーサークル「デンファレ」のみなさんによるア
レンジメント作品を約50点展示します。■料金：無料
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-gya.html

会場／きらら交流館
          山陽小野田市焼野海岸

5月11日（土）

ハーバリウム・
フラワーケーキ教室

時間／14:00～15:00
日本ヴォーグ学園養成講座インストラクターの森重
雅子さんを講師に迎え、ハーバリウム教室とフラ
ワーケーキ教室を開催します。両教室を同時に受
講することもできます。母の日のプレゼントやお部
屋のインテリアに♪■対象：小学生以上■持参品：
筆記用具、はさみ■受講料：1,800円（材料費込み）
※両講座受講の方は3,400円■定員：先着20人■
申し込み方法：電話
問い合わせ先／きらら交流館
☎0836-88-0200
□HP  https://www.kirara-k.jp

山陽
小野田

会場／ときわ公園正面入口集合
          宇部市大字沖宇部254

宇部

5月11日（土）

ときわ公園
バードウオッチング&
バードコールをつくろう

時間／9:00～
バードウイークにちなんで、ときわ公園の野鳥を観
察しよう。■料金：無料■定員：先着10人■申し込
み方法：電話
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

会場／かんきつ公園・旧田中別邸

萩

5月11日（土）、12日（日）

萩・夏みかんまつり

時間／10:00～16:00
城下町の白壁や武家屋敷の土塀からのぞく夏みか
んは、その時代の名残とともに萩の情緒を感じさせ
る風景となっています。5月上旬～中旬頃には、白
い小さな花が咲き誇り、まちじゅうが甘い香りに包
まれます。萩城下町の夏みかんの花のかおりは、環
境省選定「かおり風景100選（平成13年11月認
定）に山口県で唯一選ばれています。「萩・夏みか
んまつり」は、萩の特産品である夏みかんづくりの
イベントで、会場であるかんきつ公園には、夏みか
ん約100本をはじめとする柑橘類10種約380本
が植えられています。夏みかんまつりでは、夏みか
ん・夏みかん製品販売や、郷土芸能の披露、抹茶席
など、催しが盛りだくさん！　ぜひこの季節ならでは
の萩の風景をお楽しみください。
問い合わせ先／萩・花ごよみ実行委員会（萩市観光課内）
☎0838-25-3139
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.
　php?d=900015
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会場／道の駅「願成就温泉」前の田んぼ
          山口市阿東徳佐上

山口

5月19日（日）

お田植まつり

時間／9:00～
阿東地域は県内でも有数の米どころ。小学校児童
による豊作祈願の「はやしだ踊り」や田植え体験の
ほか、水を張った田んぼを使用して、競技も行いま
す。■料金：どろんこビーチバレーボール：1チーム
4,000円■定員：どろんこお宝探し：先着50人、ど
ろんこビーチバレーボール：先着12チーム■申し
込み方法：電話またはFAX■応募要件：どろんこお
宝探し：小学生以下、どろんこビーチバレーボール：
小学生以上■申し込み期限：5月7日（火）
問い合わせ先／山口県央商工会阿東支所
☎083-956-0032 FAX083-957-0754
□HP  http://www.ato-town.com/event/otaue/

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

防府

5月18日（土）・19日（日）

防府市文化振興財団 
文化講演会　
平井信行講演会
「地域でできる防災対策
～異常気象に備えて～」
パックンマックン講演会
「パックンマックンの
笑撃的国際交流」

時間／18・19日　15:30～17:00（予定）
【18日：平井信行講演会「地域でできる防災対策～異常
気象に備えて～」】テレビの気象情報でお馴染みの気象
予報士・防災士の平井信行さんが、異常気象により多発
している自然災害、そして防災対策についてお話ししま
す。【19日：パックンマックン講演会「パックンマックンの
笑撃的国際交流」】日米お笑いコンビのパイオニア・パッ
クンマックンによる、外国人へのおもてなし、コミュニ

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://www.c-able.ne.jp/̃aspi-111/

会場／ときわ公園東駐車場　
          宇部市大字沖宇部254

宇部

5月19日（日）

ときわ公園
フリーマーケット

時間／7:00～14:00　※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

ケーション、英語など国際交流についての講演会です。
防府市文化振興財団会員は、18日・19日の2日間開催
する文化講演会の、どちらか1公演に無料ご招待いたし
ます。新規会員も募集中です。是非ご来場ください。■
入場料：財団会員：18日・19日開催の文化講演会どちら
か1公演は無料　一般：2,000円（当日500円高） ※3
歳以上有料。3歳未満でも席が必要な場合は有料。※財
団会員が2公演ともご来場の場合1枚に限り500円引。
■チケット販売所：アスピラート、防府市公会堂（防府市
文化福祉会館2F仮事務所）、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 ※財団
会員の招待券発行は、アスピラート、防府市公会堂のみ

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

5月18日（土）～6月11日（火）

企画展
「萩の夏みかん物語りⅠ」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
世界文化遺産の資産のひ
とつ萩城下町では、今も夏
みかんが栽培されていま
す。萩の夏みかんは、明治
維新の後、禄を失った武士
の救済のために、武家屋
敷地を利用して栽培が始
まりました。高値で取引が
続き、結果として畑となった屋敷地が周囲の土塀な
どとともに今に伝えられました。夏みかんに関わる
様々な物語を紹介し、関連の行事を開催します。■
入館料：大人510円、高校・大学生310円、小・中学
生100円※割引等適用対象：団体（20人以上）、障
がい者手帳等をお持ちの方■休館日：会期中無休
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／宇部市立図書館
          宇部市琴芝町1-1-33

宇部

5月18日（土）

みんなおいでよ
こども春まつり

時間／10:00～15:40
ボランティア団体による、読み聞かせ、うた、人形
劇、紙芝居、腹話術、手品など。野菜・スイーツなど
のマルシェも開催します。■対象：幼児・児童と保護
者■持参品：靴を入れる袋
問い合わせ先／宇部市立図書館
☎0836-21-1966

普通開催レースが、3日間にわたって開催されま
す。開催中は、各種イベントをご用意していますの
で、ぜひ皆様お誘いあわせの上、お越しください。
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／太皷谷稲成神社
          島根県津和野町後田409

津和野

5月15日（水）

太皷谷稲成神社春季大祭

時間／10:00～
日本五大稲荷のひとつ、津和野太皷谷稲成神社の春
の大祭が行われます。1774（安永2）年5月15日に
太皷谷稲成の大神が御鎮座されたことにちなんで、
毎年大祭を行います。宮司の祝詞に引き続き、参列
者の方々の祈願祭が行われ、巫女による悠久の舞が
奉納されます。金幣行事の後、参列者全員の玉串拝
礼を行います。■申し込み方法：神社受付にて
問い合わせ先／太皷谷稲成神社
☎0856-72-0219
□HP  http://taikodani.jp/nenkangyouzi/syunkitaisai/

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

5月15日（水）、6月12日（水）、
7月10日（水）

アメリカ文学に
ついて考える

時間／18:00～19:00
「文学史とは何か」「アメリカとは何か」について、アメ
リカの歴史をふまえながら、アメリカ文学の正典（キャ
ノン）として位置づけられる重要な作家・作品を中心に
講義します。主に19世紀末から20世紀にかけてのア
メリカ文学作品を用いて、人種、性、階級、宗教等の
様々な要素からアメリカ文学について考えていきま
す。■受講料：2,400円■定員：先着30人■応募要件：
電話・FAX・はがき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■申し込み方法：電話・FAX・はがき・イ
ンターネットのいずれか■申し込み期限：5月7日（火）
問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
☎083-933-5059　FAX083-933-5029
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

会場／萩市大字浜崎町77周辺

萩

5月19日（日）

第22回浜崎伝建
おたから博物館

時間／9:00～15:00
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会場／やまぐちリフレッシュパーク（予選）
          山口市大内長野1107　
　　　西の雅常盤
　　　（決勝トーナメント）
          山口市湯田温泉4-6-4

山口

5月25日（土）

第8回湯田温泉
スリッパ卓球大会

会場／①5月25日②6月8日
　　　③6月22日④7月27日
　　　⑥9月28日⑧11月23日
　　　⑨12月14日⑩1月25日
　　　山口東京理科大学
          山陽小野田市大学通1-1-1
　　　⑤8月24日 
　　　江汐公園薬用植物園
          山陽小野田市高畑西山根401-1
　　　⑦10月26日 
　　　高泊公民館
          山陽小野田市西高泊2274-1（予定）

5月25日（土）、6月8日（土）、
22日（土）、7月27日（土）、
8月24日（土）、9月28日（土）、
10月26日（土）、11月23日（土・祝）、
12月14日（土）、1月25日（土）

薬草による健康づくり講座
～薬草を学んで健康な
生活を～（全10回）

時間／10:00～12:00　
　　　※⑦のみ15:00まで 

総合型地域スポーツクラブ「すげえちゃ・高泊」と山口
東京理科大学薬学部が連携して健康づくり講座を開催
します。■対象：どなたでも参加可■内容：①5月25日：
開講式・オリエンテーション、②6月8日：薬草を育てよ
う、③6月22日：生活習慣病に対する知識・予防・対策、
④7月27日：健康のために食と体を、⑤8月24日：薬用
植物園で観察しよう、⑥9月28日：最先端の再生医療と
は、⑦10月26日：薬草定食を作ろう、⑧11月23日：楽し
く体を動かそう、⑨12月14日：生活に役立てたい薬草
の豆知識、⑩1月25日：閉講式、一年間のふりかえりと
来年度の計画　※時間、場所、内容は変更する場合が
あります。■参加料：1人5,000円（保険料込）※薬草定
食の材料費1,000円程度は別途徴収します。開講式で
お支払いください。■定員：先着30人程度■申し込み方
法：電話またはメール■申し込み期限：5月15日（水）
問い合わせ先／すげえちゃ・高泊事務局　
☎080-6267-4141（森下）
　sugeecha.takatomari.2013@gmail.com

山陽
小野田
山陽
小野田

会場／佐波川左岸河川敷「新橋下流」
          防府市古祖原地先

防府

5月25日（土）

佐波川総合水防演習

時間／9:00～12:15　※少雨決行
水防に関する知識や技能の向上、防災意識の高揚
等を目的として、情報伝達や水防工法、人命救助な
ど実態に即した水防演習を行います。訓練の様子
を見学できます（展示コーナーあり）■料金：無料
問い合わせ先／
国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所河川管理課
☎0835-22-1890

会場／宇部市新天町名店街アーケード
          宇部市新天町2-7-3

宇部

5月25日（土）、26日（日）

まちなかフラワーフェスタ
&緑化祭

時間／10:00～15:00

会場／藤山ふれあいセンター集合
          宇部市文京町11-13

宇部

5月25日（土）

てくてくまち歩き
「藤山の神社めぐり」

時間／9:50～12:00
地域で受け継がれてきた神社を巡ります。（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：5月24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／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7 

山口

5月24日（金）～27日（月）

菜香亭市民ギャラリー
「書友会15年の歩み書道展
～ふるさと山口の
文人たちに心よせて～」

時間／10:00～17:00
　　　（初日は13：00から、最終日は13：00まで）
日本習字書友会のみなさんによる作品50点を展示
します。■料金：無料
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-gya.html

会場／防府市文化福祉会館
          防府市緑町1-9-2 

防府

5月19日（日）

「家庭の日」親子
ふれあいイベント

時間／10:30～14:30
山口県は、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。■5月の内容◎
コマ◎やまたんシアター◎竹馬◎感謝の気持ちをこ
めて◎こいのぼりにもようをつけよう■参加料：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
　shougai@city.hofu.yamaguchi.jp
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
　soshiki/39/kateinohi-oyakofureai.html

会場／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1 

宇部

5月19日（日）

おもしろカップinうべ

時間／9:30～16:05
芝生広場でランニングバイクを楽しもう! ■料金：年齢別
レース2,500円、はじめてのランニングバイクレース500
円■申し込み方法：HP（年齢別レースのみ要申し込み）
問い合わせ先／おもしろファーム
□HP  http://omoshiro.or.jp

萩市浜崎伝建地区を舞台に、古い町並みや旧家に代々
伝わるおたからをご覧頂きながら、様々な催しを楽し
む、恒例のイベント。各家でおたからの展示、山口大学
マンドリンクラブ・邦楽部演奏、浜崎市場での鮮魚セリ
市、国指定史跡御船倉でのコンサート、スタンプラ
リー、雑魚場食堂、地元特産物販売などが楽しめます。
問い合わせ先／浜崎しっちょる会
☎0838-22-0133
□HP  http://hamasakisittyorukai.com/

会場／ときわミュージアム　
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月24日（金）～6月2日（日）

ヤマアジサイ展 

時間／9:00～17:00
ヤマアジサイ、ガクアジサイ、ウツギ、季節の山野草な
どの展示。■園芸相談：6月2日（日）10:00～12:00、
13:00～16:00■料金：無料■休館日：5月28日（火）
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

花と緑を中心としたワークショップ、花の展示即売
などを行います。
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
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会場／美祢社会復帰促進センター
          美祢市豊田前町麻生下10

美祢

5月26日（日）

豊田前愛のまごころ
矯正展2019

時間／9:00～15:00
矯正処遇の紹介、刑務所作業製品の展示・販売コー
ナー、地域の皆さんによる飲食店出店、ステージイ
ベントなど美祢市の魅力満載でお子様も楽しめる催
しもの盛りだくさんの内容となっています。また、普
段は入ることのできない美祢社会復帰促進センター
内の施設見学（希望者多数の場合は先着順）もあり
ます。この機会にぜひセンターにお越しください。
問い合わせ先／美祢社会復帰促進センター
☎0837-57-5131

会場／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1 

宇部

5月26日（日）

ぶちのりパスポート

時間／9:30～17:00

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）パスポートの販売は16:00まで。
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

5月25日（土）

企画展
「沸騰する精神―
―詩人・上田敏雄」
展示解説<たっぷり編>

時間／14:00～15:00
企画展の展示解説。上田敏雄と中原中也につい
て、たっぷり解説編です。■入館料：一般320円、学
生210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/

会場／住吉神社および周辺沿道、
　　　小野田セメント山手倶楽部、
　　　龍遊館ほか　
          山陽小野田市東住吉ほか

5月25日（土）、26日（日）

復活! 住吉まつり
～世代を超えて　
つながる日～

時間／前夜祭　5月25日（土）
　　　16:30～21:00
　　　本祭　5月26日（日） 
　　　10:00～16:00
　　　※雨天決行
小野田の発展につくした小野田セメント創設者で、
名誉市民第一号である笠井順八翁の功績をたた
え、わが町を元気にし、地域の和と絆を深めるため
に開催されています。■前夜祭：ステージイベント
（太鼓演奏、バンド演奏、バナナの叩き売りほか）、
バザーほか■本祭：ステージイベント（よさこい総
踊り、もちまきほか）、バザーほか※なるべく公共交
通機関をご利用ください。
問い合わせ先／住吉まつり復活実行委員会事務局
☎0836-83-3360（須恵公民館内）

山陽
小野田

時間／10:00～19:00
卓球女子日本代表石川佳純選手の出身地である卓
球王国山口において、温泉地ならではの発想でラ
ケットをスリッパに持ち替えて戦うB級スポーツ
「湯田温泉スリッパ卓球大会」が開催されます。毎
年、仮装して参加される方も多く、職場仲間や友
人・知人と「遊びを極めた真剣勝負!?」を楽しんでく
ださい。湯田温泉入浴券もプレゼントします。参加
申し込みなどの情報は「湯田温泉スリッパ卓球大
会Facebook」をご確認ください。■料金：3,000
円（1組分）■定員：一般ダブルスの部（卓球経験
者）200組程度、未経験者ダブルスの部200組程
度■申し込み方法：FAX■応募要件：中学生以上■
申し込み期限：5月7日（火）
問い合わせ先／湯田温泉スリッパ卓球大会実行委員会
☎083-925-6843 FAX083-925-6851
□HP  https://www.facebook.com/yudaonsen.slipper

会場／ときわ動物園　
　　　コツメカワウソ展示場前　
          宇部市則貞3-4-1 

宇部

5月25日（土）、26日（日）

世界カワウソの日
特別イベント

時間／12:45～ 
世界カワウソの日（5月31日）にちなんだ特別ガイ
ドやパネル展示。※各日先着20人にオリジナル缶
バッジをプレゼント■料金：無料（動物園入園料が
別途必要）
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

会場／多目的ホール
　　　（ルルサス防府2階）
          防府市栄町1-5-1

防府

5月26日（日）

第9回防府市
子ども読書フェスティバル

時間／10:00～15:00
子どもの読書活動推進を目的とした、防府図書館が主催
するイベントです。絵本や朗読劇のおはなし会等の実施
で、子どもたちが楽しく読書できる環境を充実させます。
皆様お誘いあわせのうえご来場ください。■料金：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　FAX0835-22-9916
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

会場／多目的ホール、
　　　ホワイエ（ルルサス防府2階）
          防府市栄町1-5-1

防府

5月26日（日）

絵本作家・岡本よしろうさん
トーク&ワークショップと
サイン会

時間／10:15～12:30
山口県出身の絵本作家・岡本よしろうさんのトーク
&ワークショップとサイン会です。トーク&ワーク
ショップの見学は申し込み不要ですが、ワークショッ
プに参加したい方は事前申し込みが必要です。サイ
ンは1人1冊まで。■10:15～10:45トーク「『かお
はめえほん　たすけてー!』が出来るまで」■10:45
～12:00ワークショップ「岡本よしろうさんと『かお
はめパネル』をつくろう!」■12:00～12:30サイン
会（会場ホワイエ）■料金：無料■定員：先着15組
（1家族1組とする）■応募要件・申し込み方法：ワー
クショップの対象は小学生（保護者同伴可）です。来
館でお申し込みください。電話・ハガキ・FAXでの申
し込み不可。※見学のみの参加は申し込み不要
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　FAX0835-22-9916
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
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会場／一の坂川周辺
          山口市後河原

山口

6月1日（土）～7日（金）

ほたる観賞Week！

一の坂川のほたるが一年でもっとも乱舞する6月上
旬を「ほたる観賞Week！」と題し、6月1日（土）は、
ほたる祭りでさまざまなイベントが開催されます。
祭り当日はゆっくりとほたるを観賞できるように、近
隣駐車場の臨時開放や一の坂川両岸道路の交通
規制も予定されています。
問い合わせ先／平日：山口市観光交流課　
☎083-934-2810　
土・日：山口ふるさと伝承総合センター
☎083-928-3333
□HP  http://yamaguchi-city.jp/a.area/19065.html

会場／ときわ公園スポーツ広場集合
          宇部市大字上宇部310

宇部

6月1日（土）

ときわ公園ホタル観察会

時間／19:30～20:30 ※荒天中止
ときわ公園に生息するホタルの解説と観察。※中学
生以下は保護者同伴■持参品：懐中電灯■料金：無料
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

6月1日（土）、8日（土）、
15日（土）、22日（土）

やまぐちサタデーカレッジ2019　
子育て支援と地域のつながり
～社会学から学ぶ～

時間／10:00～11:30
子育て支援を「子育ての社会化」という概念から理解し、
親・学校をはじめ地縁団体や各種支援団体など地域社会
の社会関係がどのように子育てのコミュニティに関わって
いるのかについて考察します。とりわけ、各地で多様な形
態をもつ学童保育活動について紹介しつつ、支援をめぐ

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

5月29日（水）、
6月5日（水）、12日（水）

スペイン・パンプローナ
との出会い

時間／13:00～14:30
山口市がスペインのパンプローナと姉妹都市の締結を
しているのは、ご存知でしょうか。2020年東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会においては、水泳スペイ
ン代表チームの事前キャンプ地にも決定しました。山口
市の国際交流員の方のお話も交えながら、スペインやパ
ンプローナの魅力を文化・文学・ことばから学んでみませ
んか。■受講料：3,600円■定員：先着25人■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■申し込み方法：電話・FAX・はがき・イン
ターネットのいずれか■申し込み期限：5月15日（水）
問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター　
☎083-933-5059　FAX083-933-5029
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

会場／多目的ホール
　　　（ルルサス防府2階）
          防府市栄町1-5-1

防府

5月26日（日）

防府図書館ビブリオバトル

時間／14:15～15:00
第9回防府市子ども読書フェスティバル内にて開催し
ます。今回のテーマは「読みたくなる子どもの本」で
す。おすすめの本を紹介するバトラー（発表者）を募集
します。チャンプ（優勝）本を決める投票参加者は事前
申し込み不要。当日は直接会場へ足をお運びください。
■料金：無料■定員：4人■応募要件・申し込み方法：①
紹介したい作品の書名・著者名・出版社名②応募者の
住所・氏名（ふりがな）・電話番号 ①②をご記入の上、は
がき・FAX・来館でお申し込みください。電話申込み不
可。応募者多数の場合および同じ作品が複数の場合は
抽選となります。■申し込み期限：5月12日（日）
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　FAX0835-22-9916
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

会場／JR防府駅
　　　てんじんぐち多目的広場
          防府市戎町

防府

6月1日（土）、2日（日）

第39回防府市緑花祭

時間／9:00～15:00
1日：もちまき/アコースティックギターの演奏/大太鼓・
小太鼓の演奏/サックスとピアノの演奏/大抽選会/
【特設】ふれあいポニーコーナー2日：和太鼓の演奏/
高木豊の野球教室/タヒチアンダンスの披露/びっくり
市（セリ市）/もちまき/【特設】ふれあいヤギコーナー・
金魚すくい　両日：ミニ観葉植物無料配布（先着200
人）/樹木大特価販売/スーパーボールすくい/マーチ
ングバンド《多肉植物寄植体験》（1日）10:30～、
12:30～（2日）9:30～、12:30～。料金500円、定員
各10人※申し込み期限：5月27日（月）■入場料：無料
問い合わせ先／緑花祭実行委員会（防府市都市計画課公園係）
☎0835-25-2159

会場／ときわ動物園　
　　　パタスモンキー展示場前
          宇部市則貞3-4-1 

宇部

6月1日（土）

動物おたんじょう会

時間／14:00～ 
6月生まれのパタスモンキーのアクラをお祝いしましょ
う。※同じ誕生月の参加者にはオリジナル缶バッジを
プレゼント! ■料金：無料（動物園入園料が別途必要）
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

問い合わせ先／東大寺別院阿弥陀寺
☎0835-38-0839
□HP  https://visit-hofu.jp

る担い手の多様性と子育て支援政策の制度化について
ふれたいと思います。■受講料：4,800円■定員：先着30
人■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■申し込み方法：電話・FAX・はがき・
インターネットのいずれか■申し込み期限：5月17日（金）
問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
☎083-933-5059　FAX083-933-5029
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

会場／東大寺別院阿弥陀寺
          防府市牟礼1869

防府

6月1日（土）～30日（日）

東大寺別院阿弥陀寺
アジサイ祭

時間／8:00～17:00
西のアジサイ寺として知られる東大寺別院阿弥陀寺。緑豊
かな境内には、約80種4,000株のアジサイが植えられ、訪
れた人を華やかな浄土の世界へ誘います。■料金：6月1日
から30日までは要入山料（大人200円、中学生以下無料）

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月26日（日）

ヤマアジサイ栽培
ワークショップ

時間／10:30～12:00
ヤマアジサイの栽培方法について学びます。■持
参品：軍手、ハサミ■料金：300円■定員：先着25人
■申し込み方法：電話またはFAX■申し込み期間：5
月7日（火）～22日（水）
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 
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会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

6月10日（月）、17日（月）、
24日（月）

留学生を通した
異文化理解（上級編）
：外国人と農村観光

時間／18:00～19:00

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

6月8日（土）、10月19日（土）、
11月16日（土）

古代米をつくって食べよう

時間／9:00～12:00
この講座では、現在の米づくりと比較しつつ、現在の
お米のルーツとされる赤米の田植え体験や、石庖丁
など弥生時代に使われていた道具による赤米の収穫
体験を行うなどして、古代の米づくりの一部を実践
し、試食します。また、土器づくりや土器を使った調理
などにより当時の生活の一部を体験することで、主食
として普段何気なく食べているお米の歴史と価値を
再認識することを目的とします。■受講料：7,350円
（傷害保険料等含む）■定員：先着20人（小学生以
上、小中学生は保護者同伴）■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■申し込み方法：電話・FAX・はがき・インター
ネットのいずれか■申し込み期限：5月24日（金）
問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
☎083-933-5059　FAX083-933-5029　
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

会場／厚狭地区複合施設体育館
          山陽小野田市大字鴨庄94　

6月9日（日）

バレトン参加者募集

時間／10:30～11:30
　　　（受付10:00～10:20）
フィットネス、バレエ、ヨガの要素を組み合わせたエ
クササイズです。■持参するもの：ヨガマットまたは
バスタオル、汗ふきタオル、飲み物■参加料：500
円（保険料含む）■申し込み方法：窓口または電話
■申し込み期限：6月5日（水）
問い合わせ先／かたつむりでいこう会事務局
山陽小野田市健康増進課内
☎0836-71-1814　
※土・日曜のみ☎080-1918-9831 

山陽
小野田

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

6月6日（木）、13日（木）、
20日（木）、27日（木）

Cross-Cultural 
Understanding 
with International 
Students （Indonesia）

時間／18:00～19:00
International students come to study at Yamaguchi 
University from all over the world. In this lecture, 
international students who have experience 
working in their home countries serve as lecturers 
and introduce the living and culture of their home 
countries. Through them, this lecture aims to help 
gain an understanding of different lives and cultures 
from Japan. ※Please note that instructors and 
contents are subject to change due to unforeseen 
circumstances.■受講料：3,200円■定員：先着30人※英
語で講義します■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■申し込み方法：電話・FAX・はがき・インター
ネットのいずれか■申し込み期限：5月23日（木）
問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
☎083-933-5059　FAX083-933-5029
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部６２５

美祢

6月7日（金）、28日（金）、
7月5日（金）、26日（金）

産業観光バスツアー
【人気コース】
「渡邊祐策とセメントの道
石灰石鉱山と
宇部興産専用道路」

時間／9:00～18:10
■ルート：秋芳洞⇒安富屋⇒宇部興産（株）宇部伊佐鉱
山⇒宇部興産専用道路⇒楠こもれびの郷⇒ 宇部興産
専用道路⇒トレーラー整備場⇒UBE-i-Plaza。全国か
ら注目されるこのコース。美祢市で採掘される「石灰
石」が、宇部市で「セメント」になるまでをたどります。
幅が1.2ｋｍもある、広大な石灰石鉱山や、全長約
32kmの宇部興産専用道路、全長約30mのダブルスト
レーラーに圧倒されます。写真で見るだけでは伝わら
ない、このスケールを是非!!■旅行代金：お一人様
7,500円（入洞料含む）■定員：各開催日40人（最少催
行人数30人）■申し込み方法：HPまたは電話（出発日：
6月7日（金）、28日（金）、㈱船鉄観光旅行社おのだサ
ンパーク店：☎0836-83-3275）（出発日：7月5日
（金）、26日（金）、宇部市交通局：☎0836-31-2442）
※募集開始日及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。

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

6月5日（水）、7月3日（水）

健康寿命を延ばすための
運動教室

時間／13:00～16:00
生活習慣病の原因のひとつは運動不足です。生活が便
利になり、私たちの身体活動量は減少しました。また、医
学の進歩で平均寿命が延びましたが、健康で日常生活を
過ごせる期間である「健康寿命」はそれよりも約10年も
短いのが現状です。この講座では、定期的な運動が心身
に及ぼす影響についてお話し、効果的な運動のやり方に
ついて、体験学習します。運動習慣を持つことで、生活習
慣病を予防し、健康寿命を延ばしていきましょう。■受講
料：4,900円（傷害保険料等含む）■定員：先着20人■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■申し込み方法：電話・FAX・はがき・イン
ターネットのいずれか■申し込み期限：5月22日（水）
問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
☎083-933-5059　FAX083-933-5029
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

玉江浦地区に藩政時代から約300年にわたり受け
継がれている和船競漕「おしくらごう」や、公募参加
による中学校・一般の部の和船競漕を開催します。
問い合わせ先／萩市水産課
☎0838-25-4195

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

6月2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。
問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055 宇部

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/

会場／萩市玉江浦
          橋本川下流域河川敷

萩

6月2日（日）
第16回萩の和船大競漕
～おしくらごう～  

時間／9:00～13:00
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会場／秋吉台国際芸術村
　　　コンサートホール
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

6月23日（日）

コハーン・イシュトヴァーン
＆金子三勇士
デュオリサイタル

時間／14:00～
日本・ハンガリー国交樹立150周年を記念して開催す
る、ハンガリー出身のクラリネット奏者コハーン・イ
シュトヴァーンとハンガリーにルーツを持ち、6歳から
ハンガリーで学んだピアニスト金子三勇士によるデュ
オリサイタルです。ハンガリー音楽を中心に、学生時
代を共に過ごした同級生2人による特別プログラムで
す。■入場料：一般3,000円、学生1,000円※秋吉台
フレンズネット会は2割引き■申し込み方法：電話また
はインターネット■チケット販売所：秋吉台国際芸術村 
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村事業企画課
☎0837-63-0020 
□HP  http://www.aiav.jp/2248/

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

6月26日（水）、7月3日（水）、
10日（水）、17日（水）、
24日（水）、31日（水）

名言・格言で学ぶ
初めてのラテン語

時間／13:00～14:00
古代ローマ人によって使用された言語であるラテ
ン語の文法を、彼らが書き残した名言・格言の読解
を通じて学びます。時代の試練を経て現代に伝わ
るラテン語には、「人生は、もしあなたが使い方を
知っていれば、長い。（Vita, si scias uti, longa 
est.）」のような含蓄に富む名言・格言が数多くあり
ます。こうした名言・格言のいくつかを取り上げ、そ
こに含まれる基本的な文法事項を中心に解説しま
す。（開講時間数の関係上、初級文法全体を解説す
るものではありません）■受講料：4,800円■定員：
先着20人（ラテン語を初めて学ぶ方）■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■申し込み方法：電
話・FAX・はがき・インターネットのいずれか■申し
込み期限：6月12日（水）
問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
☎083-933-5059　FAX083-933-5029　
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

6月20日（木）

ハーブを楽しむ会　
畑クッキング

時間／13:00～15:00
採れたてにんにくを味わい尽くします。食べるにんに
くオイル（血圧を下げる最強レシピ）、簡単フライド
ガーリックで鰹のたたき、大葉のにんにく醬油漬け■
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：6月13日（木）
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／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）

6月23日（日）

山口県交響楽団演奏会
山響サマーコンサート

山陽
小野田

留学生を通して異文化を学ぶ講座の上級編です。昨年
度開講した「留学生を通した異文化理解」から、好評
だった講座をアップグレードして開催します。オムニバ
ス講座よりも専門的になりますが、初回に概要をお話し
しますので、初めての方でもご遠慮なくご参加いただけ
ます。■受講料：2,400円■定員：先着30人■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■申し込み方法：電話・FAX・はがき・イン
ターネットのいずれか■申し込み期限：5月27日（月）
問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
☎083-933-5059　FAX083-933-5029　
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

会場／JR新山口駅新幹線口集合
          山口市小郡下郷１２９４

6月15日（土）

産業観光バスツアー
【人気コース】
「セメントの道
（美祢市スタート）～
JR新山口駅発着～
石灰石鉱山と
宇部興産専用道路

時間／9:30～17:20
■ルート：秋吉台⇒秋芳洞⇒安富屋⇒宇部興産(株)宇部
伊佐鉱山⇒宇部興産専用道路⇒楠こもれびの郷⇒宇
部興産専用道路⇒トレーラー整備場⇒UBE-i-Plaza。
JR新山口駅発着で、特別土曜日の催行です。山口県内
の観光と併せてぜひ、ご利用ください。■旅行代金：お
一人様7,500円（入洞料含む）■定員：40人（最少催行
人数30人）■申し込み方法：HPまたは電話（宇部市交
通局：0836-31-2442）※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/

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

防府

6月15日（土）～30日（日）

特別展
「未来の科学の夢絵画展」

時間／9:30～17:00（入館は16:30まで）
次世代を担う子どもたちが、未来に「こんなのあったら
いいな」と思い描く科学への夢を自由に表現した絵画を
展示します。「第41回未来の科学の夢絵画展」の全入賞
作品を全国巡回展として展示します。■観覧料：高校生
以上300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
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール）
□HP  http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp

美祢

宇部

会場／JR新山口駅新幹線口集合
          山口市小郡下郷１２９４

美祢

6月15日（土）

産業観光バスツアー
【人気コース】
「セメントの道
（宇部市スタート）
～JR新山口駅発着～
石灰石鉱山と
宇部興産専用道路

時間／8:45～17:15

■ルート：UBE-i-Plaza⇒トレーラー整備場⇒宇部興
産専用道路⇒楠こもれびの郷⇒宇部興産専用道路⇒
安富屋⇒秋芳洞⇒秋吉台⇒宇部興産(株)宇部伊佐鉱
山。JR新山口駅発着で、特別土曜日の催行です。山口
県内の観光と併せてぜひ、ご利用ください。■旅行代
金：お一人様7,500円（入洞料含む）■定員：40人（最
少催行人数30人）■申し込み方法：HPまたは電話（宇
部市交通局：0836-31-2442）※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/

宇部

時間／14:00（開場13:30）
バレエやオペラ、劇団との共演、野外コンサートな
ど、多彩な演奏活動を行う山口交響楽団によるコン
サートをぜひご鑑賞ください。■入場料：一般1,000
円（全席自由、高校生以下は無料）■チケット販売
所：不二輸送機ホール、おのだサンパークほか
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
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［特別なお知らせ］

会場／山口大学医学部附属病院 
　　　A棟ガレリアエントランス
          宇部市南小串1-1-1受付
          ※お車で来院される方は、
          外来駐車場をご利用の上、
          駐車券を受付までお持ちください。

宇部

5月18日（土）

山口大学医学部附属病院
新病棟内覧会

時間／14:00～17:00（受け付けは16:30まで）
6月24日開院予定の新病棟の中を、一足先にご覧に
なってみませんか? 当日は順路に従って、普段なか
なかご覧になる機会のない手術部や集中治療部、ホ
スピタルアートいっぱいの小児科病棟、オーディトリ
アム（大講義室）を見学いただけます。■料金：無料 
問い合わせ先／山口大学医学部経営企画課病院整備計画係
☎0836-22-2019、0836-22-2085　
FAX0836-22-2145
　me219@yamaguchi-u.ac.jp　
□HP  http://h-seibi.hosp.yamaguchi-u.ac.jp 

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625

宇部

7月9日（火）

産業観光バスツアー
【健脚コース】
「酒造りと水造り　
酒蔵とダム湖巡り」

時間／9:15～17:20
■ルート：広瀬浄水場⇒楠こもれびの郷⇒丸山ダム
⇒厚東川ダム⇒永山本家酒造場。洪水被害の軽減
と宇部市、山陽小野田市の工業用水、上水の確保を
目的として造られたダムを巡りその用途や構造、水
が出来るまでを学びます。また、日本酒「貴」は全国
的に注目されています。冬は酒造り、夏は米作りと、
一貫作りを行っている酒蔵を見学します。■旅行代
金：お一人様7,500円■定員：23人（最小催行人数
15人）■申し込み方法：HPまたは電話（宇部市交通
局：0836-31-2442）　※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/

会場／山口宇部空港集合ほか
          宇部市沖宇部625 

7月18日（木）

産業観光バスツアー
【船舶コース】
「小野田港工場見学クルーズと
開作のまち小野田　
海と陸から探訪する開作の歴史」

時間／8:00～18:10
■ルート：高泊神社・浜五挺唐樋⇒中国電力㈱新小野田発
電所⇒ソル・ポニエンテ⇒小野田港クルーズ⇒本山岬・竜王
山⇒（有）つねまつ菓子舗（伝助）。江戸時代、萩藩は財政立
て直しのため開作（干拓）を積極的に行い、小野田地区も海
だった場所に排水用樋門を作り、400町歩（ha）にわたる藩
内最大級の高泊開作ができました。当時の優れた工法を今
に伝える国の指定文化財「浜五挺唐樋」や開作のまちを訪
れ、開作地に建てられた海沿いの工場群を普段見られない
船上から見学します。■旅行代金：お一人様9,800円■定
員：40人（最小催行人数30人）■申し込み方法：HPまたは
電話（宇部市交通局：0836-31-2442）※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  http://www.csr-tourism.jp/

山陽
小野田

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355 

萩

6月29日（土）～9月1日（日）

特別展
「危険生物大迷宮」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
来月、6月29日（土）から、萩博物館恒例の夏期特
別展がスタートします。今年のテーマは「危険生
物」！！！ライオンやコブラなど、地球上には鋭いキバ
や猛毒を持った生き物が生息し、ここ萩でも毎年の
ようにクマやスズメバチが目撃されています。これ
らの危険生物に加え、山口県初公開のハイブリッド
生物「レオポン」や猛獣「ウルバリン」などをはじめ
とする剥製・標本・写真150点以上を大公開！ 危険
生物たちが待つ迷宮のような展示室を探検する、
夏休みのファミリー向け展示です。■入館料：大人
510円、高校・大学生310円、小・中学生100円　
※割引等適用対象：団体（20人以上）、障がい者手
帳等をお持ちの方■休館日：会期中無休
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／美祢市役所集合 ほか
          美祢市大嶺町東分326-1

美祢

7月18日（木）

産業観光バスツアー
【船舶コース】
「宇部港工場見学クルーズと
セメントの道～重安鉱山～
船からの工場群見学と
石灰石鉱山」

時間／8:40～18:00
■ルート：船舶からの宇部・山陽小野田工場群見学⇒
ANAクラウンプラザホテル宇部⇒UBE-i-Plaza⇒ト
レーラー整備場⇒宇部興産専用道路⇒龍陽興産㈱重安
鉱山。鉱山で採掘された石灰石が製品になるまでの道
のりをたどるツアーです。午前中は宇部港沖から宇部
市・山陽小野田市の工場群を眺めます。午後からはバス
で宇部興産専用道路を走行し、トレーラー整備場や龍陽
興産㈱重安鉱山を訪ねます。※天候により船舶が入港し
ない場合があり、ツアースケジュールが変更になる場合
があります。■旅行代金：お一人様9,900円■定員：40
人（最少催行人数30人）■申し込み方法：ＨＰまたは電
話（宇部市交通局：0836-31-2442）※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/

宇部

山陽
小野田

会場／美祢市役所集合 ほか
          美祢市大嶺町東分326-1

美祢

7月18日（木）
産業観光バスツアー
【船舶コース】
「宇部港工場見学クルーズと
セメントの道～伊佐鉱山～
船からの工場群見学と
石灰石鉱山」

時間／8:40～18:00
■ルート：船舶からの宇部・山陽小野田工場群見学⇒ANA
クラウンプラザホテル宇部⇒トレーラー整備場⇒
UBE-i-Plaza⇒宇部興産専用道路⇒宇部興産(株)宇部
伊佐鉱山。鉱山で採掘された石灰石が製品になるまでの
道のりをたどるツアーです。午前中は宇部港沖から宇部
市・山陽小野田市の工場群を眺めます。午後からはバスで
宇部興産専用道路を走行し、トレーラー整備場や宇部興
産(株)宇部伊佐鉱山を訪ねます。※天候により船舶が入
港しない場合があり、ツアースケジュールが変更になる場
合があります。■旅行代金：お一人様9,900円■定員：40
人（最少催行人数30人）■申し込み方法：ＨＰまたは電話
（宇部市交通局：0836-31-2442）※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/

宇部

山陽
小野田
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