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なな し まち

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 。
Pick Up

Pick Up

津和野町

萩市

6月16日（水）
〜9月13日（月）

6月20日（日）
まで

「郷土館創設100周年記念
津和野の近代と郷土館」

企画展
「水の都・萩」

Pick Up

美祢 市
6月12日（土）

Pick Up

山口市

「長登銅山跡の植物観察と
史跡見学会」

6月26日（土）
〜7月25日（日）

「YCAM Dance Crew」

Pick Up

山陽小野田市
6月27日（日）

「山口県交響楽団
演奏会
山響サマー
コンサート」

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

Pick Up
Pick Up

宇部市
7月4日（日）
まで

防府市
7月11日（日）
まで

企画展
「城井文アニメーション原画展
『幕末の
ネンドリアンとマーブルの彫刻ってなあに？」 萩藩主
毛利敬親』
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6月4日（金）
まで
山口

ほたる観賞Week!

会場／山口市後河原
一の坂川のほたるが見頃となる時季をほたる観賞
Week！と称し、ゲンジボタルによる光の乱舞を楽し
むことができます。周辺には古い町家を改装したお
店が点在し、まち歩きも楽しめます。■入場料：無料
問い合わせ先／
山口市観光交流課（平日）
☎083-934-2810
山口ふるさと伝承総合センター（土・日）
☎083-928-3333

三角州上に形作られた「水の都・萩」における水と
の共生の歴史を振り返り、豊かな用水や舟運など
水の恩恵を受け続けながら発展し、一方で古くから
水と親しむ文化を育んできたことを再発見する展
示です。
「水の都」の特質に触れるまち歩きも提案
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■休館日：水曜、6月9日（水）
〜11日（金）

7月4日（日）
まで

問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
HP https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/
□

会場／ときわ湖水ホール
アートギャラリー

宇部

城井文アニメーション
原画展
ネンドリアンとマーブル
の彫刻ってなあに？
宇部市大字沖宇部254

時間／9:00〜17:00
城井文（しろいあや）さん作・絵による彫刻をテーマ
にしたアニメーション。原画やテスト動画などアニ
メーションの制作過程を紹介。■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

6月20日（日）
まで

地域特集展示
「クローズアップ三見 6月27日（日）まで
―萩市の魅力再発見―」
防府 企画展
「全国津々浦々
会場／萩博物館
山頭火の句碑をめぐる」
人と自然の展示室
萩

萩市堀内355
時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）

萩市の西端に位置する三見地域は、日本海に面し
た北側以外は多数の山々で起伏に富み、自然環境
は大変豊かです。歴史的資源も豊富で、大正時代
に建設された三見橋（国登録有形文化財、通称眼
鏡橋）などがあります。この特集展示では、萩市内
の特色ある地域の一つとして三見に焦点をあて、
魅力の一端を紹介します。■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■休館日：水曜、6月9日（水）
〜11日（金）
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
HP https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/
□

会場／山頭火ふるさと館
特別展示室
防府市宮市町5-13

時間／10:00〜18:00
自由律俳人種田山頭火の句碑は、北は北海道から
南は鹿児島まで各地に建てられ、その数は現在
500基を超えています。それは、多くの人が山頭火
に魅せられ、継承してきた証でもあります。今回は、
『句碑』の写真や『句碑拓本』
を、その句の背景にあ
る山頭火の言葉とともにご紹介します。句碑から伝
わる山頭火とその句の魅力をぜひお楽しみくださ
い。■料金：無料■休館日：火曜(火曜が祝日の場合
は翌平日)
問い合わせ先／山頭火ふるさと館
☎0835-28-3107
HP http://hofu-santoka.jp/
□

7月4日（日）
まで
山口

企画展
「瓦からみた山口」

会場／山口市歴史民俗資料館

6月20日（日）
まで
萩

企画展「水の都・萩」

会場／萩博物館

萩市堀内355

企画展示室

時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）

山口市春日町5-1

時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）

7月4日（日）
まで
山口

新作展「ホー・ツーニェン：
ヴォイス・オブ・ヴォイド
―虚無の声」

会場／山口情報芸術センター
［YCAM］
山口市中園町7-7

時間／10:00〜19:00
シンガポールを拠点に活躍するアーティスト、ホー・
ツーニェンによる新作インスタレーションを発表す
る展覧会です。本展では、哲学者の西田幾多郎
（1870〜1945）や田辺元（1885〜1962）を中
心に形成されたグループで、1930年代から40年
代の日本の思想界で大きな影響力を持った「京都
学派」をテーマに、YCAMとのコラボレーションの
もと、VR（ヴァーチャル・リアリティ）とアニメーショ
ンによる新作の映像インスタレーションを発表しま
す。■入場料：無料■対象年齢：本展覧会には、VR
体験が含まれます。VR体験につきましては、対象
年齢を13歳以上とさせていただきます。その他の
映像作品は年齢制限なくご覧いただけます。■休
館日：火曜
問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222
HP www.ycam.jp
□

大内氏の時代を中心に、発掘された瓦から山口の
歴史をみていきます。■入館料：一般100円（18歳
以下、70歳以上、障がいのある方及び同行の介護
者は無料）■休館日：月曜（休日の場合は翌日）
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/
□
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7月11日（日）
まで

企画展
『幕末の萩藩主
毛利敬親』

防府

会場／毛利博物館

防府市多々良1-15-1

時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）
毛利敬親の没後150年を迎えるにあたり、敬親が
萩（長州）藩主として、いかに藩政を担い、幕末の
動乱を切り抜けたか、毛利家に残された敬親ゆかり
の遺品などから紹介します。■入館料：大人700
円 、小 中 学 生 3 5 0 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 https://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/
□

8月30日（月）
まで
山口

企画展「毛利敬親と
野田御殿」

会場／山口市菜香亭

山口市天花1-2-7

時間／9:00〜17:00
2021年は幕末の長州藩主毛利敬親（1819〜
1871）の没後150年にあたります。料亭菜香亭は
毛利敬親公以降の毛利家歴代当主と関わりがあ
り、また現在山口市菜香亭がある地はかつて敬親
の隠居所として建てられた「野田御殿」があった地
でもあることから、毛利敬親をテーマとした企画展
を開催します。敬親はじめ歴代各当主の事績と料
亭菜香亭との関わり、野田御殿、関連史跡を紹介
し、山口の迎賓館とよばれた料亭の歴史の位置づ
けや、山口市菜香亭／歴史巡りの庭一帯の史跡と
しての一面にもスポットをあてます。前期：6月28日
（月）
まで、後期：6月30日（水）
〜8月30日（月）
まで
■入館料：高校生以上100円、小中学生50円、未
就学児無料■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/
□

山口市菜香亭では山口ゆめ回廊博覧会事業の一
つとして、皆さんからの作品を組み合わせて大内文
化のシンボルタワーでもある国宝「瑠璃光寺五重
塔」を制作します。
【テーマ】
「これが好きっちゃ♪」
家族・ペット・食べ物何でもOK！カラー・モノクロは
問いません。
【作品】画像・絵画・イラスト・詩・俳句・短
歌・書道など■作画などによる応募※菜香亭大広
間でも自由に描けます。筆記用具設置【用紙】18㎝
×18㎝の正方形用紙■SNSによる応募※すべて
正方形(1:1)の画像必須【Twitter】DMで受付・＃菜
香亭モザイクアート
【Facebook】菜香亭fbメッセ
ンジャー【Instagram】
＃菜香亭モザイクアート■
5000点に達し次第締め切り。■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/
□

2021年11月まで
（土日祝日のみ開催）
津和野

今昔館
土日祝日開館中!

会場／津和野今昔館

島根県鹿足郡津和野町
町田イ270-4

8月30日（月）
まで
山口

企画展「山口に生き
続ける殿様
敬親公（毛利敬親
没後150年）」

会場／十朋亭維新館

時間／9:00〜17:00
大正〜昭和時代の生活用品が見て、触って楽しめ
る津和野今昔館。今年も3月より開館中です。手回
しの蓄音機でレコードをかけたり、足踏み式オルガ
ンを弾いたりなど、ぜひお気軽にご体験ください。
■入館料：一般250円、中高生150円、小学生80
円■休館日：平日
問い合わせ先／津和野今昔館
☎0856-72-3288

山口市下竪小路112

7月25日（日）
まで
山口

企画展Ⅰ
「中也、この
一篇――「正午」」

会場／中原中也記念館

山口市湯田温泉1-11-21

時間／9:00〜18:00（5月〜10月）
中也の代表作をじっくりと味わう企画展シリーズ、
3回目となる今回は「正午」を紹介します。本作は副
題に「丸ビル風景」とある通り、詩の制作当時は日
本最大のオフィスビルだった「丸ノ内ビルヂング」
が舞台となっています。中也は、そこで働く大勢の
人々が、昼休みを知らせるサイレンを合図にして一
斉に外出する様子を、少しおどけた言葉で描き出し
ています。本展は「正午」について、言葉の注釈、
同時代文学に描かれた丸ビルや東京、制作当時の
中也、などの観点から、その奥深い魅力に迫りま
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、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/
□

時間／9:00〜17:00
今年は、幕末の長州藩主として、藩庁の萩から山口
への移鎮を行い、維新の大業を成し遂げた毛利敬
親の没後150年に当たります。本展では、敬親公
没後に行われた追悼・顕彰事業などを通して、現在
に至るまで歴史的に形成されてきた敬親像を明ら
かにします。■展示室観覧料：大人200円、小中学
生100円■休館日：火曜（休日の場合は翌平日）
問い合わせ先／十朋亭維新館
☎083-902-1688
HP https://jippotei-ishinkan.jp/
□

2022年2月13日（日）まで
山口

8月31日（火）
まで
山口

菜香亭モザイク
アート作品募集

会場／山口市菜香亭

山口市天花1-2-7

時間／9:00〜17:00

テーマ展示
「君に会ひたい。
―中原中也の友情」

会場／中原中也記念館

山口市湯田温泉1-11-21

時間／9:00〜18:00（5月〜10月）
9:00〜17:00（11月〜4月）
中也には文学観や芸術観をぶつけ合う仲間もいれ
ば、ともに生活したり旅行したりする気の置けない
友もいました。酒の席で激しく喧嘩するなど友人た
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ちを困惑させることも多かった中也ですが、非常に
礼儀正しく繊細な一面もありました。また、そんな
中也の詩の紹介に尽力したのは友人たちでした。
本展では友人たちとの関係を紹介しながら、中也に
とって「友情」とは何かを探ります。■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、毎月最終火曜、年末年始
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
HP https://www.chuyakan.jp/
□

6月2日（水）〜8月29日（日） 6月5日（土）、6日（日）
防府

スポット展
「あつまれ! 本の虫」

会場／防府市青少年科学館
（ソラール）
防府市寿町6-41

時間／9:30〜17:00
（入館は16:30まで）

2022年3月31日（木）まで
美祢

セグウェイツアー
in秋吉台

会場／秋吉台長者ヶ森駐車場内
美祢市美東町長登

時間／①10:00〜12:30
②13:00〜15:30
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（前日15時までに要
予約）■申し込み方法：インターネット
問い合わせ先／秋芳洞案内所
☎0837-62-0018
HP https://karusuto.com
□

虫たちが潜んでいるのは、野山や草原だけではあり
ません。本展は、防府図書館の司書とソラールの学
芸員双方の視点から、絵本や小説の中に登場する虫
たちを紹介するスポット展です。本好きも虫好きも、
ソラールと図書館にあつまれ!! ■入館料：大人（高校
生以上）310円、子供（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）

6月4日（金）

吟行
「江汐公園を詠む」

山陽
小野田

山陽小野田市大字高畑401-1

時間／10:30〜（雨天決行）
山陽小野田市の歴史・風土・文化を俳句に詠もう!
■集合時間・場所：9:30〜、厚狭地区複合施設駐車
場（山陽小野田市大字鴨庄94）■講師：香川真澄
（朝日俳句新人奨励賞受賞）■持参物：筆記用具■
参加料：無料（ただし、昼食・お茶代は実費）■申し
込み方法：電話
問い合わせ先／香川真澄
☎090-9066-9966
HP http://library.city.sanyo-onoda.lg.jp
□

宇部

ときわ動物園
オウム・インコデー
特別イベント

6月5日（土）
宇部

てくてくときわ公園

会場／ときわ動物園

会場／ときわ公園
UBEビエンナーレ彫刻の丘
「蟻の城」前集合

時間／9:30〜17:00

時間／9:50〜12:00

宇部市則貞3-4-1

6月15日（0615のゴロにあわせて）のオウムイン
コデーにあわせ、
ＳＮＳでの動画配信やハッシュタ
グキャンペーン、園内でのクロスワードクイズを開
催！くわしくはＨＰを見て下さいね。
問い合わせ先／宇部市ときわ公園企画課
☎0836-54-0551

環境展2021

会場／おのだサンパーク
2階大催事場

山陽小野田市中川6-4-1

時間／10:00〜18:00

6月5日の環境の日に合わせて「環境展2021」を
開催します。市内の環境状況や地球温暖化のメカ
ニズムなどをパネル展示します。この機会に“環境”
について、みんなで一緒に考えてみませんか。■パ
ネル展示：市内環境、身近な生活環境、食育、私た
ちのごみ、地球温暖化、食品ロス、快適環境づくり
協議会の取組み、緑のカーテン■入場料：無料
問い合わせ先／山陽小野田市環境課
☎0836-82-1144

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
□
※図書館の開催情報は以下へお問い合わせください
防府図書館
☎0835-22-0780
HP https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
□

会場／江汐公園

6月1日（火）
〜27日（日）

山陽
小野田

6月5日（土）、6日（日）
山陽
小野田

山陽小野田通水
90周年記念事業
水道展2021

会場／おのだサンパーク
2階大催事場

山陽小野田市中川6-4-1

時間／10:00〜18:00
山陽小野田市の水道は、昭和6（1931）年に通水
開始してから、令和3年で90年を迎えます。この節
目に、市内の小学生を対象にした「山陽小野田市
通水90周年記念事業水道展2021作品コンクー
ル」を実施し、応募のあった図画・ポスター、習字な
どを展示します。また、普段は見ることができない
地中に埋まっている水道管のカットモデルや水道
に関するパネル展示を行いますので、ぜひお越しく
ださい。
「水」について楽しく学びましょう! ■展示：
作品展示（図画・ポスター、習字など）、パネル展示
（水道の現況・水道水ができるまで）、機材展示（耐
震継手のカットモデル・修理用部材）■入場料：無料
問い合わせ先／山陽小野田市水道局
☎0836-83-4111

宇部市大字沖宇部254

「ときわ公園の憩いには文化の香り漂う彫刻が必
要だった」ときわ公園を歩きます■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：6月4日（金）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園企画課
☎0836-54-0551 FAX0836-51-7205
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6月6日（日）
山口

おいでマルシェ

6月12日（土）
美祢

会場／山口市中央公園
山口市中園町7
時間／9:00〜15:00

毎月第1日曜日、活気あふれるファーマーズマー
ケット「おいでマルシェ」を開催しています。山口の
豊かな自然の中で愛情込めて育てた鮮度抜群の有
機野菜をはじめ、それぞれの季節の花や加工食品
などたくさんの産品を販売しています。山口の日々
頑張る生産者の皆さんが自ら販売し、一般のマー
ケットではなかなか出会えない新鮮な食材や商品
が並びます。生産者ならではの美味しい食べ方や
旬な食材を、気軽に楽しく教えていただけます。■
入場料：無料
問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055

長登銅山跡の
植物観察と史跡見学会

会場／長登銅山文化交流館
美祢市美東町長登610

時間／9:20〜12:10
長登銅山内の植物と史跡の両方をそれぞれの専門
家の解説を聞きながら散策する見学会です。植物
の中には鉱山特有の珍しい植物もあります。■観
覧料：大人300円、小・中学生150円■定員：15人
※小学校高学年以上。ただし山道の歩行（約3㎞）
が可能な人■申し込み方法：電話■申し込み期間：6
月1日〜9日（7日は休館）
問い合わせ先／長登銅山文化交流館
☎08396-2-0055

6月9日（水）〜8月30日（月）
宇部

宇部市野中3-4-29

問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282

6月11日（金）〜9月8日（水）
津和野

安野光雅追悼展
「繪本 シェイクスピア劇場」他

会場／安野光雅美術館

島根県鹿足郡津和野町後田イ60-1

月いちキネマ

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

時間／①10:00（ 9:45開場）
②14:00（13:45開場）
近年発見されたアキヨシミミナグサ

時間／9:00〜17:00

「100周年、その先の未来へ」■休館日：火曜

①6月18日（金）、
②7月12日（月）
防府

市制100周年記念
彫刻プロジェクト
紹介パネル展示

会場／ときわミュージアム
UBEビエンナーレライブラリー

問い合わせ先／津和野町郷土館
☎0856-72-0300

6月13日(日)
宇部

パンマルシェ

会場／新天町名店街

宇部市新天町2-7-3

時間／10:00〜14:00
人気パン屋が集合

防府図書館では毎月1回、映画の上映会を行いま
す。懐かしい映画や話題の映画などを鑑賞しにい
らっしゃいませんか？ 図書館職員による関連図書
の紹介も併せてお楽しみください。■上映作品：①
「長崎ぶらぶら節」
（吉永小百合・渡哲也主演。なか
にし礼の直木賞受賞小説を映画化。無償の愛に一
途に生きた女の物語）②「エデンの東」
（ジェーム
ス・ディーン主演。開拓時代のカリフォルニアを舞
台に、孤独な青年の苦悩を描いた作品）■料金：無
料■定員：先着15人
問い合わせ先／防府図書館
☎0835-22-0780
HP https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
□

問い合わせ先／中心市街地にぎわい創出推進グループ
☎0836-34-8167

時間／9:00〜17:00
昨年12月に亡くなられた安野光雅さん追悼展第2
期は、安野さんが英国の劇作家シェイクスピアの戯
曲をテーマに描いた「繪本 シェイクスピア劇場」
や想像力をくすぐるトポロジカルな世界を描いた
「野の花と小人たち」などの作品を展示します。ぜ
ひ安野さんの多様な作品世界をご覧ください。■
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

6月16日（水）〜9月13日（月）

郷土館創設
6月19日（土）〜7月7日（水）
100周年記念
津和野の近代と郷土館 宇部 七夕イベント
「植物館で
会場／津和野町郷土館
島根県鹿足郡津和野町
星に願いを」
津和野

森村ロ127

時間／8:30〜17:00
津和野町郷土館は、大正11年に藩校養老館敷地内
の御書物蔵を利用して創設されました。その後、昭
和17年に現在地へ移転しています。本展では、津
和野町郷土館の長い歴史と創設当時の津和野の情
景など、古写真や多彩な収蔵資料でご紹介します。
■入館料：一般400円、中高生300円、小学生150
円■休館日：火曜（火曜が祝日の場合は翌日）

会場／ときわミュージアム
宇部市野中3-4-29
時間／9:00〜17:00

ときわミュージアム世界を旅する植物館にて、短冊
に願い事を書いて、みんなで笹の葉を彩ろう! ■休
館日：毎週火曜
問い合わせ先／宇部市ときわ公園企画課
☎0836-37-2888
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①6月19日（土）、
②7月17日（土）
萩

はぎマルシェ

会場／中央公園
（山縣有朋像周辺）

6月20日（日）
山口

れきみん
ファミリーデー!

会場／山口市歴史民俗資料館
山口市春日町5-1

時間／①11:00〜15:00
時間／10:00〜12:00
②16:00〜19:30（少雨決行）
13：00〜15：00

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。■6月のテーマ：お酒と野菜
と時々おとん■7月のテーマ：サマーナイト※天候
や新型コロナウイルスの状況により、中止する場合
があります。詳しくはFacebookをご確認くださ
い。■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／はぎマルシェ実行委員会事務局
☎0838-25-4192

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。
6月20日（日）昔のあそび■参加料：無料■申し込
み方法：随時受付

体験者が自身のダンスを撮影し、その映像を加工
することができる体験型の展示です。この展示で
は、特殊なカメラとセンサーが埋め込まれた撮影用
ブースが用意されています。体験者がこの中でダ
ンスをおこなうと、瞬時に姿勢や動きを検出され、
このデータをもとに、ダンスをより個性的に見せる
エフェクトを付けたり、自分の身体を自分以外の
キャラクターに変更したりといったように、自分のダ
ンス映像を演出することができます。また、作成し
たダンス映像は、体験者のスマートフォンに転送す
ることができ、各自のSNSにアップロードするな
ど、自由に利用いただけます。■入場料：無料■休
館日：火曜
問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222
HP www.ycam.jp
□

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/
□

6月20日（日）
山陽
小野田

きらら交流館マルシェ

会場／きらら交流館入口前
（雨天時は1階ロビー）

山陽小野田市大字小野田584-9
（焼野海岸）

時間／10:00〜13:00
野村農園さんをはじめとする約8店舗による野菜や
雑貨・ジビエ料理などを販売します。なくなり次第終
了します。
問い合わせ先／きらら交流館
☎0836-88-0200

6月27日（日）
宇部

てくてくまち歩き
宇部市制100周年記念

会場／宇部市役所前

宇部市常盤町1-7-1

6月20日（日）、7月18日（日）
防府

さんさんおはなし会

会場／防府市立防府図書館
研修室

6月19日（土）
萩

ゆめはくカフェ

会場／萩ゲストハウスruco
萩市唐樋町92

時間／14:00〜
7月から始まる「山口ゆめ回廊博覧会」に先駆け
て、各市町のキーパーソンと全国で活躍するゲスト
が地域の魅力や未来について語るトークイベントを
順次開催します。萩市では、
「旅と交流」をテーマに
お話しします。■料金：500円■定員：15人■申し
込み方法：6月9日（水）までに、住所、氏名、電話番
号を明記の上、メールでお申込み
※応募多数の場合は抽選となります。抽選結果は6
月12日（土）
までにメールで通知します。
問い合わせ先／BEPPU PROJECT
（山口ゆめ回廊博覧会ゆめはくカフェ担当）
☎080-4272-0824
info@yumehaku.jp

防府市栄町1-5-1
ルルサス防府3階
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。■料金：無料■定員：先着7組程度
問い合わせ先／防府図書館
☎0835-22-0780
HP https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
□

6月26日（土）〜7月25日（日）
山口

YCAM
Dance Crew

会場／山口情報芸術センター
［YCAM］
山口市中園町7-7

時間／11:00〜19:00

時間／9:15〜12:03
「新川を境に宇部は西区と東区」を歩きます■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：6月
25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

6月27日（日）
山陽
小野田

山口県交響楽団演奏会
山響サマーコンサート

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）

時間／開演14:00（開場13:30）
バレエやオペラ、劇団と共演、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
サートをぜひご覧ください。■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（山陽小野田市文化会館）、市民
館、おのだサンパーク、イトオ楽器店、宇部市渡辺
翁記念会館、下関市民会館■休館日：第1・第3火曜
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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
HP https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
□
site/bunka-kaikan/

萩沖で獲れる日本海の逸品「萩の瀬つきあじ」商品
販売のほか、館内レストランでは、フェア限定の「萩
の瀬つきあじメニュー」を味わえるなど、お腹も満
足のグルメイベントです。

7月3日（土）、4日（日）
山口

問い合わせ先／道の駅「萩しーまーと」
☎0838-24-4937
HP http://seamart.axis.or.jp/
□

山口ゆめ回廊博覧会
オープニングイベント
「こんにちは、ゆめはく！」

会場／新山口駅北口交通広場及び
KDDI維新ホール
山口市小郡令和1-2-6
及び山口市小郡令和1-1-1

時間／10:00〜15:00
博覧会の開幕にあわせてオープニングイベントを
実施します。全国で注目される若手アーティスト・曽
谷朝絵さんによるインスタレーション作品、圏域の
魅力を発信するチェーンソーアーティスト林隆雄さ
んによる圏域の地域資源をモチーフとしたチェー
ンソーアート作品を展示します。また、
トークショー
やワークショップのほか音楽ライブなどのステージ
イベントやマルシェなども開催し、半年間にわたる
博覧会のスタートを盛り上げていきます。■入場料：
無料
問い合わせ先／山口ゆめ回廊博覧会実行委員会事務局
☎083-934-4152
HP https//yumehaku.jp
□

7月1日（木）
〜31日（土）
山口

山口大学公開講座
「あなたを救う地質
の知識（津波編）」

会場／オンデマンド開催

（動画視聴による学習です。
期間中は何度でもご視聴
いただけます）

南海地震と津波について理学的に解説し、防災に対
する自主的な応用力を養います。■受講料：4,800
円■定員：先着30人■申し込み方法：電話・FAX・
Web・郵送で必要事項（①氏名（ふりがな） ②年代
③性別 ④郵便番号・住所 ⑤電話番号⑥連絡用メー
ルアドレス（携帯電話のアドレスは不可）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■申し込み期限：6月17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
※電話受付時間：祝日を除く月曜〜金曜 9:00〜17:00
HP http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp
□

7月1日（木）
〜31日（土）
萩

萩の瀬つきあじフェア

会場／道の駅「萩しーまーと」
萩市椿東4160-61

時間／9:30〜18:00
（金土日祝は9:00から営業）

7月3日（土）〜12月26日（日）
全域

リアル宝探しゲーム
うちら! ななゆめ調査団!
〜海の七姫と光の護符〜

会場／7市町内（21エリア）

地図を手がかりにそれぞれ3つの手かがりから、隠
された宝を見つけ出すアウトドア型の謎解きゲー
ムです。宝を見つけ、キーワードを手に入れ、報告
所に報告された方の中から7市町の特産品などが
抽選で当たります。参加冊子配布場所は、7市町の
観光案内所、道の駅、図書館など。詳しくはタカラッ
シュ公式サイトを検索。■参加料：無料
問い合わせ先／山口ゆめ回廊博覧会実行委員会事務局
☎083-934-4152
HP https//yumehaku.jp
□

7月3日（土）〜8月16日（月）
防府

西本喜美子展
Life&Work
〜驚異の93歳!
インスタ
おばあちゃんが撮る!

会場／アスピラート2階
展示ホール
防府市戎町1-1-28

時間／10:00〜17:00
（入場は16:30まで）
フォロワー23万人のスーパーおばあちゃん。93歳
の自撮りが面白すぎる! 72歳で写真家の息子さん
の教室で写真をはじめ、74歳にしてMac講座でパ
ソコンの使い方を学びデジタル写真を撮って加工
するようになった西本喜美子さん。82歳で発表し
たセルフポートレートが一躍話題となり、ユーモア
あふれる自虐的な「自撮り」写真は、テレビやネット
で大人気。現役フォトグラファーとして活躍中です。
今回はデジタルアート作品や、代名詞の自撮り写真
約100点を展示。“何事も「うまい・へた」はある、だ
けど「いい・わるい」はない”―そんな自由奔放な喜
美子ワールドが山口県に初上陸! ■入場料：一般
550円（500円）、高校生以下無料 ※（ ）内は
前売・20人以上の団体料金。※障害者手帳等をお
持ちの方ならびに特別支援学校に在学中の方と、
その付き添いの方は1人まで無料。
（要証明）※財
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団会員は当日券・前売券価格から各100円引き。
（会員割引は1個人会員につき1枚・法人会員は2
枚、1回のみ。取り扱いはアスピラート、防府市公会
堂のみ。）※小学生以下のお子様は保護者ご同伴く
ださい。
（保護者は、扶養者、または20歳以上のそ
れに準ずる方）※混雑時は入場を制限する場合が
あります。■前売券取扱：アスピラート、防府市公会
堂、山口情報芸術センター、周南市文化会館、ロー
ソンチケット※アスピラートでの前売券販売は7月
2日まで。■休館日：火曜
問い合わせ先／防府市地域交流センター
☎0835-26-5151
HP http://aspirante-hofu.com/
□

問い合わせ先／萩博物館
☎0835-25-6447
HP https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/
□
index.htm

7月16日（金）〜9月5日（日）
防府

りおた's
illustration café

会場／アスピラート1階
市民スペース
防府市戎町1-1-28

アスピラート

時間／9:00〜17:00
（入場は16:30まで）
夏休み特別企画! イラストレーターのりおたさんの
ミニギャラリーとともに、似顔絵イベント、
トークイ
ベント、ワークショップなど各種イベントを開催! お
楽しみに! ■入場料：無料（イベントは別途参加料等
が必要）■休館日：火曜
問い合わせ先／防府市地域交流センター
☎0835-26-5151
HP http://aspirante-hofu.com/
□

7月11日（日）

7月4日（日）
山口

おいでマルシェ

会場／山口市中央公園
山口市中園町7

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

7月10日（土）〜9月20日（月・祝）
萩

萩・昆虫城

アスピラート

夏の陣

会場／萩博物館

萩市堀内355

時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）
約4千種もの昆虫がひしめく萩の昆虫たちの生態
系…名づけて「萩・昆虫城城下町」には珍種、天然
記念物、絶滅危惧種、明治時代のドイツ人教師や夏
みかん栽培にまつわる重要種などが多数存在しま
す。この城下町に迫る脅威との攻防戦を、当館自慢
の標本コレクションから厳選した逸品を駆使し、
ド
ラマチックなストーリー型展示会として展開しま
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
■休館日：会期中無休

防府

音楽セミナー/
田中雅弘の音楽
旅日記ⅩⅨ
「輝く防府の未来」

会場／アスピラート2階
リハーサル室

萩

防府市戎町1-1-28

時間／1回目：開演13:30（開場12:30）
2回目：開演16:30（開場15:30）
防府市出身で元東京都交響楽団首席チェロ奏者の
田中雅弘氏によるお話しコンサートです。様々な音
楽作品の演奏を交えてお伝えいたします。19回目
となる今回のテーマは「輝く防府の未来」です。音
楽家としてこれまで、色々な都市で音楽活動してき
ました。訪れた都市は、国内では44都道府県のべ
200都市、海外は18ヵ国40都市に上ります。様々
な街を巡り、その地域の人々と出会い、特産物や旧
所名跡に触れ、各地の街の変遷を見て来た田中
氏。故郷である防府に戻ってきて、これからの防府
の街づくりを語ります。果たして防府の未来やいか
に!? ■入場料：自由席1,000円（当日300円高、財
団会員300円引）※未就学児は入場不可。■各回
定員70人（定員になり次第締め切り■プレイガイ
ド：アスピラート、防府市公会堂、山口情報芸術セン
ター、周南市文化会館、ローソンチケット
問い合わせ先／防府市地域交流センター
☎0835-26-5151
HP http://aspirante-hofu.com/
□

7月17日（土）〜8月29日（日）

アスピラート

菊ヶ浜
海水浴場海開き

会場／菊ヶ浜

萩市堀内

時間／9:00〜17:00
国指定史跡「萩城跡」の東側に位置し、白砂青松の
海岸として有名です。快水浴場百選に選定され、美
しい夕景も絶景です。白い砂と青い海に、毎年多く
の海水浴客が訪れます。■入場料：無料
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
HP https://www.hagishi.com/search/
□
detail.php?d=100056

7月17日（土）〜9月5日（日）
防府

企画展
毛利元就没後
450年記念『毛利
元就と戦国の動乱』

会場／毛利博物館

防府市多々良1-15-1

時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）
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毛利元就の没後450年を迎えるにあたり、戦国
きっての智将として、動乱の渦中に、毛利家を西国
最強の大名に育てた足跡を、毛利家伝来の元就自
筆の書状などから紹介します。■入館料：大人700
円 、小 中 学 生 3 5 0 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 https://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/
□

子どもの読書活動推進を目的として行う、防府図書
館主催のイベントです。たくさんの催し物を用意し
て、皆様のご来場をお待ちしています。①開会式
（10:00〜10:15）②絵本作家・林木林（はやしきり
ん）さん オンライントークイベント（10:15〜
11:30）③「あつまれ! 本の虫」ギャラリートーク
（ 1 1 : 4 5〜1 2 : 0 0 ）④ ス ペシャル お はなし 会
（13:00〜15:00）⑤ワークショップ「ブックカバー
を作ろう!」
（13:00〜15:00）※各催し物の詳細
は、防府図書館Webサイト等でご確認ください。■
参加料：無料■定員：②先着50人（要事前申込）④
当日先着15人⑤15分毎に各回先着4人（当日
12:30から整理券配布）
問い合わせ先／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
企画展スペース
山口市春日町5-1

時間／13:30〜14:00
企画展「山口市の神楽ー伝統をつなぐー」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
る方及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/
□

7月22日（木・祝）
防府

「あつまれ! 本の虫」
関連講座
『むしむしイマジン！
〜想像してみよう虫のこと〜』

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

7月17日（土）〜9月23日（木・祝）

開館40周年記念企画展 7月17日（土）、
24日（土）、31日（土）
「山口市の神楽
ー伝統をつなぐー」 山口 山口大学公開講座
会場／山口市歴史民俗資料館
「ナンプレパズルの
山口市春日町5-1
解き方」
時間／9:00〜17:00
山口

（入館は16:30まで）

現在の山口市は、かつて山口・小郡・秋穂・阿知須・
徳地・阿東に区分されていました。各地域には様々
な民俗芸能があり、その中に神楽も受け継がれて
います。本展では、上記6地域に伝わる神楽を取り
上げることにより、それらにどのような異同がある
のかを紹介します。■入館料：一般110円（18歳以
下、70歳以上、障がいのある方及び同行の介護者
は無料）■休館日：月曜（休日の場合は翌平日）、8
月19日（木）、20日（金）
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/
□

7月17日（土）
防府

防府市制施行85周年記念
第10回防府市
子ども読書フェスティバル
〜ことばがひろがる本のせかい〜

会場／ルルサス防府
（2階多目的ホール・3階防府図書館）
防府市栄町1-5-1
ルルサス防府

時間／10:00〜15:00

会場／山口大学吉田キャンパス
山口市吉田1677-1
時間／13:00〜15:00

色々な解法テクニックを数学的な視点から解説し、
パソコンを使用して実際に問題を解いていきます。
■受講料：4,800円■定員：先着20人■申し込み方
法：電話・FAX・Web・郵送で必要事項（①氏名（ふり
がな） ②年代 ③性別 ④郵便番号・住所 ⑤電話番
号⑥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。■応募要
件：小学生以上（小学生は保護者同伴）■申し込み
期限：7月2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
※電話受付時間：祝日を除く月曜〜金曜
9:00〜17:00
HP http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp
□

時間／①10:00〜12:00
②13:30〜15:30
昆虫について、姿かたちや名前などから想像的に
楽しめるワークショップです。防府図書館の司書と
ソラールの学芸員が、それぞれの視点から本や昆
虫について紹介します。■参加料：無料■定員：各回
先着8人■申し込み方法：電話■応募要件：小学3年
生〜中学3年生（大人同伴1名まで可、小学2年生
以下の同伴不可）■申し込み開始日時：6月23日
（水）9:30〜■休館日：火曜
問い合わせ先／防府図書館
☎0835-22-0780
HP https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
□

7月23日（金・祝）
山口

山口大学公開講座
「やまぐちウィーク
エンド・カレッジ2021
美学への誘い
−18世紀の詩画
比較論を手がかりに」

会場／山口大学吉田キャンパス
山口市吉田1677-1

7月18日（日）、
8月15日（日）、9月19日（日）

開館40周年記念企画展
「山口市の神楽
ー伝統をつなぐー」
ギャラリートーク
（展示解説）

山口

時間／13:30〜15:00
題材が同じ話でも、小説と絵画では味わいが異な
る理由などを、18世紀ヨーロッパの詩画比較論を
手がかりに解明します。■受講料：1,200円■定員：
先着40人■申し込み方法：電話・FAX・Web・郵送
で必要事項（①氏名（ふりがな）②年代 ③性別 ④
郵便番号・住所 ⑤電話番号⑥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。■申し込み期限：7月9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
※電話受付時間：祝日を除く月曜〜金曜 9:00〜17:00
HP http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp
□
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7月24日（土）、25日（日）、31日（土）、8月1日（日）、
7月31日（土）、8月1日（日）
7日（土）、8日（日）、21日（土）、22日（日）、
28日（土）、29日（日）、9月4日（土）、5日（日）、11日（土） 山口 Out of KidZania
美祢

そらから魅る超絶景in秋吉台

会場／秋吉台長者ヶ森駐車場内

in やまぐち 2021
（山口市産業交流拠点施設
多目的ホール）
山口市小郡令和1-1-1

時間／6:00〜9:00

問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115
HP https://karusuto.com
□

②山口市中心商店街
③その他市内各地

時間／9:00〜17:00
※時間はプログラムにより異なる
※当日受付開始は8：00からを予定
キッザニアとは、こども達が憧れの仕事にチャレン
ジし、楽しみながら働くことの意味や社会の仕組み
を学ぶことのできる「こどもが主役の街」です。今
回の「アウトオブキッザニア」では、よりリアルな体
験を提供するため、キッザニアの施設を飛び出し、
より身近な、でも普段なかなか知ることのできない
仕事体験をしてもらいます。地域への理解を深め、
体験を通した「生きる力」を育む機会を創出しま
す。■体験料：1プログラムにつき800円（別途材料
費が必要なものもあります）■定員：プログラムによ
り異なる■申し込み方法：HP■応募要件：小学校1
〜6年生の児童■販売開始日：先行販売（宿泊込
み）
：6月11日（金）、一般発売（プログラムのみ）
：6
月18日（金）を予定
問い合わせ先／HP内問い合わせフォームから
HP https://outofkidzania-yamaguchi.jp/
□

7月24日（土）
山口

会場／山口市中央公園
山口市中園町7-7

山口

山口大学公開講座
「大学で学ぶ数学の
世界（世界は三角関数
でできている!?）」

会場／オンライン開催

（受講者には事前準備及び当日
の接続方法をお知らせします。）

時間／10:00〜12:00
高校で学んだ「ベクトル」や「虚数」の知識を使い、
三角関数が身の回りにある様々な物事の基本要素
であることを学びます。■受講料：3,200円■定員：
先着20人■申し込み方法：電話・FAX・Web・郵送
で必要事項（①氏名（ふりがな）②年代 ③性別 ④
郵便番号・住所 ⑤電話番号⑥連絡用メールアドレ
ス（携帯電話のアドレスは不可）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。■応募要
件：三角関数を高校で学んだ方、または学習中の方
■申し込み期限：7月16日（金）

7月31日（土）

時間／17:00〜

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

7月31日（土）、8月7日（土）

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
※電話受付時間：祝日を除く月曜〜金曜 9:00〜17:00
HP http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp
□

搬入プロジェクト
山口・中園町計画

「搬入プロジェクト」とは、パフォーマンス集団・悪魔
のしるしが発案した演劇プロジェクトです。会場と
なる建物内にかろうじて入る大きさ・形状に設計さ
れた巨大な物体を、人力で館内に搬入する様子を
一種の「演劇」として提示するという彼らの代表的
な作品のひとつです。初の山口での実施となる今
回は、事前に物体を設計するワークショップを開催
し、参加者が設計した物体案の中から、実際に搬入
する物体を選定。制作した巨大な物体を中央公園
から館内1階のホワイエへと搬入します。■入場料：
無料

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
□

会場／①KDDI維新ホール

美祢市美東町長登

日本最大級のカルスト台地「秋吉台」で熱気球（係
留フライト）に乗って地上から約20〜30ｍの高さま
で上昇し、空から360度のパノラマを眺めることが
できます。期間限定の熱気球体験で、いつもと違う
景色をお楽しみください。■料金：大人：2,500円、
小人（小学生）
：1,500円、小学生未満：無料※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。■定員：各日
150人（事前インターネット予約制）■申し込み期
間：第1次募集6月1日（火）
〜6月30日（水）、第2次
募集7月1日（木）
〜7月30日（金）

者、防府市文化振興財団会員※定員、申し込み方
法などはチラシ・HPを参照■休館日：月曜（祝日の
場合は翌平日）

山口

7月31日（土）〜8月20日（金）
防府

夏休み特別企画
「サイエンス
アカデミー2021」

会場／防府市青少年科学館
（ソラール）
防府市寿町6-41

時間／9:30〜17:00
（入館は16:30まで）
主に幼児から小・中学生を対象としたものづくりや
実験、観察など幅広い分野の講座を実施します。■
入館料：大人（高校生以上）310円、子供（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

れきみんミニ講座①
「『かぐら』
って
なんだろう?
−山口市の神楽から−」

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
時間／14:00〜15:00

展示担当学芸員による講座をおこないます。■参
加料：無料（入館料は別途必要）■入館料：一般110
円（18歳以下、70歳以上、障がいのある方及び同
行の介護者は無料）■定員：先着20人■申し込み
方法：前日までに電話またはメールで受付■応募要
件：小学生以上■休館日：月曜（休日の場合は翌平
日）、7月7日（水）
〜7月16日（金）
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/
□
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