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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

水谷明仁バリトンリサイタル
～愉快な仲間たちとともに～

9月27日（日）

山陽小野田市

山陽オートレース
本場開催
特別G1共同通信社杯
プレミアムカップ
（薄暮開催）

9月19日（土）～23日（水）

萩市

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!－」

9月19日（土）～29日（火）
津和野町

鷗外が生涯
抱き続けた
戦う姿勢を
たどる

9月1日（火）～
11月29日（日）

山口市

山口ゆらめき回廊

9月26日（土）、27日（日）、
10月10日（土）、11日（日）

防府市
企画展「戦国武将の手紙
－家を保ち分国をおさめ－」

9月12日（土）～10月25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

ときわ公園
通年
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会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

9月6日（日）まで

企画展
「はぎ博　
夏展コレクション」

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
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／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1 

防府

9月6日（日）まで

企画展
「戦国大名毛利氏の
宝物」

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/

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112 

山口

9月7日（月）まで 

夏休み特別企画展
「神と妖（あやかし）
の幕末維新」

時間／9:00～17:00
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）
問い合わせ先／十朋亭維新館
☎083-902-1688
□HP  https://jippotei-ishinkan.jp/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

9月14日（月）まで

企画展
「料亭『祇園菜香亭』
夏のおもてなし
～涼やかな演出～」

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

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

9月22日（火・祝）まで

企画展
「闘鶏乱舞
－山口の闘鶏踊・
腰輪踊－」

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/

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

防府

9月22日（火・祝）まで

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～

時間／9:30～17:00
　　　（入館は16:30まで）
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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

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）、9月8日（火）
～11日（金）は館内メンテナンスのため臨時休館い
たします

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

防府

9月22日（火・祝）まで

パネル展
「お月さま
～近いけどナゾの
ある天体～」

時間／9:30～17:0
　　　（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：月曜（祝日の場合
は翌平日）、9月8日（火）～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

会場／世界遺産 
　　　萩城下町ほか4カ所
          萩市大字堀内ほか 

萩

9月30日（水）まで

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 

時間／発見報告は9:00～17:00

問い合わせ先／萩市観光課　
☎0838-25-3139
□HP  https://www.hagishi.com/
　kankoukacampaign2020/

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

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／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
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、ただし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。

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） 
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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

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
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、ただし9月22日
は開館）、毎月最終火曜、9月23日（水）、年末年始

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

会場／日本遺産センター
          島根県鹿足郡津和野町
          後田ロ253

津和野

12月8日（火）まで 

栗本格斎画集
限定公開

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

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

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

宇部

会場／ときわ公園
          宇部市則貞3-4-1

通年

ときわ公園

ときわ公園は、東京ドーム40個分の広さがある緑
と花と彫刻に彩られた総合公園です。周遊園路が1
周5.7ｋｍあり、四季折々の花が咲いているほか、
彫刻や健康遊具も点在しており、とても綺麗に整備
されています。健康維持のために、ウオーキングや
ランニングはもちろん、ペットを連れて散歩するの
にも最適です。園内あちこちに手洗い場やトイレも
ありますし、動物園や植物館などの各施設には消
毒液も設置しておりますので、ぜひ積極的にご利
用ください。■料金：無料※駐車場は有料
問い合わせ先／ときわ公園課
☎0836-54-0551
□HP  https://www.tokiwapark.jp/
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会場／安野光雅美術館
          島根県鹿足郡津和野町
          後田イ60-1

津和野

9月11日（金）～
12月9日（水）

安野光雅
－美しいすうがくの
世界－Ⅲ

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

9月6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

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112

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）

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

宇部

9月1日（火）～30日（水）

世界霊長類の日
イベント　
パネル展示

時間／9:30～17:00
9月1日は世界霊長類の日。ときわ動物園のサルを
通して、世界の霊長類について考えてみませんか。
■料金：無料（入園料は別途必要）■休館日：火曜
（9月22日を除く）、9月23日（水）
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

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

9月2日（水）
～10月5日（月）

三哲文庫開館から
80年

時間／9:30～19:00
　　　（※土・日・祝は18:00） 
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■休館日：火曜※た
だし、9月22日（火・祝）は開館し、9月23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／森鷗外記念館
          島根県鹿足郡津和野町
          町田イ238

津和野

9月1日（火）～
11月29日（日）

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
400円、小学生250円■休館日：月曜（祝日の場合
はその翌日）

問い合わせ先／森鷗外記念館
☎0856-72-3210

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
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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

山口

9月16日（水）～27日（日）

馬場良治展
～雪舟生誕600年～
月・雪・風－心に

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
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：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）
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/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

9月16日（水）～
11月15日（日）

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9月
22日（火・祝）、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／①クリエイティブ・スペース赤れんが
          山口市中河原町5-12
　　　②十朋亭維新館
          山口市下堅小路112
　　　③常栄寺雪舟庭
          山口市宮野下2001-1

山口

9月16日（水）～27日（日）

雪舟生誕600年記念
スタンプラリー

時間／①②9:00～17:00
　　　③8:00～17:00
　　　（抹茶サービスは10:00～15:00）
雪舟関連の企画展を開催しているクリエイティブ・
スペース赤れんがと十朋亭維新館でスタンプを集
め、ゴールの常栄寺雪舟庭に行くと、抹茶（お菓子
付き）サービスが無料で受けられます。※抹茶サー
ビス実施日は9月19日（土）、20（日）、21日（月・

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

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

9月12日（土）、13日（日） 

湯田温泉
地ビール倶楽部

時間／11:00～20:00
山口県をはじめ、九州中国地方の地ビールが集結! 
40種類以上の様々なビールと美味しいグルメが楽
しめます。■参加料：ビール&フード共通前売り券
250円券×20枚券4,500円（5,000円相当）、1日
飲み放題券3,500円(当日4,000円)■応募要件：
20歳以上■チケット販売所：狐の足あと、インター
ネット（イープラス）
問い合わせ先／湯田温泉地ビール倶楽部実行委員会
☎050-6876-3198
□HP  https://ja-jp.facebook.com/
　yudaonsencraftbeerfesta/

時間／9:00～17:00
今展示の注目作品は、絵本『壺の中』の原画です。
小さな壺の中をのぞいてみると、「ひろい　ひろい
うみ」が広がっています。海には1つの島があり、そ
の島には2つの国があり…壺の中の世界にどんど
ん入っていきながら、数のおもしろさを体感する数
学絵本です。■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

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

9月12日（土）～
10月25日（日）

企画展
「戦国武将の手紙
－家を保ち分国を
おさめ－」

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/

祝）、22日（火・祝）、26日（土）、27日（日）■参加
料：無料（常栄寺雪舟庭は別途入場料が必要）■休
館日：①②9月23日(水)

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

9月12日（土）

多肉植物の寄せ植えと
コケ玉づくり教室

時間／10:00～12:00
好きな多肉植物を選んで寄せ植えとコケ玉づくり
をします。■持参品：はさみ、ビニール手袋か軍手■
料金：500円■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
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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

9月20日（日）

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）

時間／13:30～14:00
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／中央公園（山縣有朋像周辺）
          萩市江向552-2

萩

9月19日（土）、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／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）

9月19日（土）～23日（水）

山陽オートレース
本場開催
特別G1共同通信社杯
プレミアムカップ
（薄暮開催）

時間／昼頃～18：30頃
今回は、昼頃～18：30頃までの薄暮開催です。今
年度最大のレースで、全国からトップ選手が集結
し、熱い戦いが繰り広げられます。また、9月26日
（土）～28日（月）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

山陽
小野田

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

丙辰丸図　萩博物館蔵（おがわ是苦集）

萩

9月19日（土）～29日（火）

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／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

9月16日（水）～11月15日（日）

・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9月22日（火・祝）、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／山頭火ふるさと館 
　　　特別展示室
          防府市宮市町5-13

防府

9月18日（金）～
2021年1月11日（月・祝）

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）■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/
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会場／常盤湖
          宇部市則貞

宇部

10月3日（土）

常盤湖の水生生物
観察会

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
特別企画展
《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および名勝、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
止。ただし11月3日（火・祝）、11月23日（月・祝）は
展示します。
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／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

9月27日（日）

水谷明仁
バリトンリサイタル
～愉快な仲間たちと
ともに～

時間／14:30開演（14:00開場）

バリトン水谷明仁と、大きな信頼を寄せる仲間たち
によるコンサートです。シューベルトの「美しき水車
小屋の娘（ギター伴奏版全曲）」をメインに、レハー

問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
□HP  http://aiav.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

9月26日（土）、27日（日）、
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。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
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

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

9月25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。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/

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

9月20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。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・申込不要ですので、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／防府市青少年科学館
　　　（ソラール）
          防府市寿町6-41

防府

9月24日（木）～
12月20日（日）

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、分かり易
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／防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール）
□HP  http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp

ルの歌劇「メリー･ウィドウ」のアリアや、ソプラノ、
ギターそれぞれのソロ曲を披露します。名バリトン
の滋味深い歌唱をお楽しみください。■料金：一般
2,000円/ユース(25歳以下)1,000円（フレンズ
ネット会員は2割引）
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会場／防府市地域交流センター
　　　（アスピラート）
          防府市戎町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
　　　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

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）

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

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、アルチンボルド
などの不思議な絵画や、同時期に開催する市内の3
つのミュージアムの企画展等に関連する図書展示も
あります。■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／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■申し込み開始日：9月16日（水）9:00
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／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

時間／10:00～12:00
■持参品：長靴、アミ、バケツ■料金：無料■定員：先
着15人程度■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／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
特別企画展
《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／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1 

宇部

10月11日（日）

思いやりの時間
～心はすぐそばに～

時間／14:00～
フィジカルディスタンス公演の第4弾。今回は、
AMZモダンダンスがダンスで元気をお届けしま
す。※要予約■料金：無料■定員：先着100人程度
■申し込み方法：電話
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355
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会場／山口市立中央図書館
          山口市中園町7-7

山口

10月25日（日）

ライブラリーコンサート

時間／17:10～18:00
山口県を拠点に演奏活動を行っている、ハンドパ
ン・ベース・ドラムで編成されたトリオバンド、ellipse
(エリプス)のコンサートを開催します。ハンドパン
は、スチールでできた丸い打楽器で、優しく広がり
のある音色が魅力です。この機会に、ハンドパンの
音色に癒やされてみませんか。■料金：無料■定員：
先着50人■申し込み方法：電話または中央図書館
カウンター
問い合わせ先／山口市立中央図書館
☎083-901-1040
□HP  http://www.lib-yama.jp/

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」を展示し
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／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

問い合わせ先／山頭火ふるさと館
〒747-0032　防府市宮市町5-13
☎0835-28-3107
□HP  http://hofu-santoka.jp/

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）

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
（雪舟生誕600年
関連記念事業）

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  http://www.chuyakan.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」。今月の上映は、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。※マスク着用の上ご参加ください。
■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。
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/

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
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

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、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/

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）・ほか1名■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。■申し込み開始日：9
月18日（金）


