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ゆめ散歩

通年
美祢

秋吉台の地下で
未踏の大洞窟
探検ツアー

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
オフロードタイプです。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■申し込み期限：
希望日の前日■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/
□

ゆめ散歩

体験

7月1日（木）〜12月26日（日）
防府

三田尻の塩づくりを
体験しよう!

会場／三田尻塩田記念産業公園
防府市大字浜方381-3

会場／秋吉台アドベンチャー
ツアーズ事務所（集合場所）

時間／9:30〜14:00
江戸時代から昭和30年代まで、約280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

美祢市秋芳町

時間／① 9:00〜12:30
②13:30〜17:00
秋吉台の未公開洞窟で洞窟探検をしてみません
か。変化に富んだ洞内は、美しい鍾乳石や地底湖
など見どころ満載です。日常生活では絶対に体験
できない地下の世界をヘッドライトの明かりのみで
進んでいきます。国内外で洞窟調査・探検実績豊富
なガイドがご案内します。■料金：大人17,540円、
小学生14,520円（消費税、傷害保険料含む）■定
員：2〜10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2週間前（それ以降は要問
合せ）。

問い合わせ先／三田尻塩田記念産業公園
☎0835-25-3510

問い合わせ先／秋吉台アドベンチャーツアーズ
☎080-4555-4264
akiyoshidaicaving@gmail.com

鑑賞

7月開催予定
津和野

津和野
鯉・恋・来いまつり

会場／津和野温泉なごみの里

島根県鹿足郡津和野町鷲原イ256

時間／18:00〜
津和野町の各地域で行われていた夏祭りを集めた
夏の祭典です。伝統芸能やイベントが楽しめます。
問い合わせ先／津和野町商工観光課
☎0856-72-0652

ゆめ散歩

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／長者ヶ森駐車場
美祢市美東町

時間／①10:00〜12:30
②13:00〜15:30

ゆめ散歩

7月1日（木）〜12月31日（金）
津和野

津和野で
オリジナルブレンドの
お茶を作ってみよう

会場／香味園上領茶舗

島根県鹿足郡津和野町後田ロ519
時間／10:00〜17:00

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日前まで■定休
日：日曜
01
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問い合わせ先／香味園上領茶舗
☎0856-72-0266
ゆめ散歩

体験

7月3日（土）〜12月26日（日）
までの土・日・祝日
防府

「鋳造体験」で
オリジナル盃づくりと
山口の地酒飲み比べ

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

会場／長州鋳物記念館

防府市松崎町12-17

時間／①13:00〜14:00
②14:15〜15:15
③15:30〜16:30
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）でオリジナル盃を製作し、
そのまま持ち帰れます。■料金:6,000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

ゆめ散歩

7月3日（土）、17日（土）、
8月7日（土）、21日（土）、
9月4日（土）、18日（土）
山口

竹製のバンブー
バイクで走る
阿東・里山
サイクリングツアー

鑑賞

7月10日（土）
〜
9月20日(月・祝)
萩

会場／阿東徳佐地域
【集合場所】
阿東文庫（旧亀山小学校）

会場／萩博物館

萩市堀内355

山口市阿東徳佐上新田亀山

時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）

時間／9:00〜13:30
十種ヶ峰をはじめとする美しい山並みを背景に、竹
製バンブーバイクで巡る里山サイクリングツアー。
広がる田園や旧石州街道の古い町並みなど、日本
の原風景が感じられ、季節の野菜・果物の収穫体験
もできます。地元の新鮮な野菜が詰まったヘルシー
な「あとう路弁当」も味わえます。■料金：4,000円
(あとう路弁当・保険代込)■定員：最少5人、最大8
人で催行■申し込み方法：メール■申し込み期限：
希望日の1週間前■応募要件：小学生高学年以上
問い合わせ先／NPOあとう
☎083-956-2526
npo-ato@c-able.ne.jp

特別展
「萩・昆虫城 夏の陣」

ゆめ散歩

鑑賞

食

7月3日（土）、8月7日（土）、
9月4日（土）、10月2日（土）、
11月6日（土）、12月4日（土）
防府

何千種類も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」。自慢の標本コレクショ
ンから珍種、天然記念物、絶滅危惧種などを厳選
し、
「城下町」に迫る脅威と彼らの攻防戦をドラマ
チックに展開します。■料金：大人520円、高校・大
学生310円、小・中学生100円■申し込み方法：HP
（完全事前予約制）
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
HP https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/
□

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

会場／毛利氏庭園

防府市多々良1-15-1

時間／13:00〜15:30
（荒天時は中止）
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ゆめ散歩

7月10日（土）、
8月21日（土）、9月18日（土）
山口

幕末の面影を残す
「松田屋」と湯田
温泉散策ツアー

のどかな里山ならではのスペシャルプログラム! 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。■料金：5,000円■定員1〜3人■申し込
み方法：電話■応募要件：小学生以上■申し込み期
限：7月7日（水）
問い合わせ先／(一社) 宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050

体験

鑑賞

7月16日（金）〜8月22日（日）
山口

びじゅチューン!×
山口ゆめ回廊博覧会
なりきり美術館

会場／NHK山口放送局

会場／湯田温泉エリア

山口市中園町2-1

山口情報芸術センター
[YCAM]

【集合場所】狐の足あと
山口市湯田温泉2-1-3

山口市中園町7-7

時間／10:00〜12:00

時間／10:00〜18:00

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）■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

山口に「なりきり美術館」がやってきます!世界の
“びじゅつ”を、井上涼さんの歌とアニメで紹介する
番組NHKEテレ「びじゅチューン!」でおなじみの
「冨嶽三十六景・神奈川沖浪裏」
「洛中洛外図」
「麗
子微笑」などの世界で遊んでみよう。本物そっくり
につくられた複製や映像を使った「なりきり」体験
が楽しめます。■料金：無料■申し込み方法：山口市
HPでご確認下さい。■休館日：NHK山口放送局：期
間中無休、山口情報芸術センター：火曜

問い合わせ先／新山口駅観光交流センター
☎083-902-0037

問い合わせ先／
山口市文化交流課歴史文化のまちづくり推進室
☎083-934-4155

体験

鑑賞

7月16日（金）〜12月26日（日）
山陽
小野田

ガラスアートフェス
in山陽小野田

会場／きららガラス未来館、
不二輸送機ホール
ほか8か所

時間／各施設の開館時間に準ずる
山陽小野田市が所有するガラス作品を展示したミ
ニギャラリーとスタンプラリーポイントを市内10か
所に設け、作品を鑑賞しながらスタンプを集めるイ
ベント。スタンプを全て集めると、抽選で記念品を
プレゼントします（スタンプ台紙は各施設に設置）。
台紙提出は、12月26日（日）までです。■料金：無
料
ゆめ散歩

7月10日（土）
宇部

ノースウベde
プレミアム体験!
がっつり農業体験

会場／栽培屋さと

宇部市船木4765-1

時間／13:00〜16:00

問い合わせ先／山口ゆめ回廊博覧会山陽小野田市主体
事業実行委員会（文化スポーツ推進課）
☎0836-82-1115

ゆめ散歩

鑑賞

食

7月17日（土）、7月21日（水）

お花の
『スペシャリスト』
と行く竜王山
ネイチャーツアー

山陽
小野田
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会場／きらら交流館

山陽小野田市焼野海岸

問い合わせ先／萩八景遊覧船
☎0838-21-7708
ゆめ散歩

時間／9:00〜12:00（受付8：45〜）

7月18日（日）、8月22日（日）

お花のスペシャリストと竜王山を歩き、山野草や薬
草などについて学びながら自然と触れ合うツアー。
専門家だからこそ知っている! 写真映えスポット等
も紹介します。散策後は、きららビーチ焼野の近く
にある海のパン屋さん「パン・デ・モルデ」でおいし
いパンを食べながら楽しいひとときを過ごします。
特典として、きらら交流館トロン温泉のチケット付
き。■料金：2,000円（傷害保険料、温泉チケット
込）■定員：3〜6人■申し込み方法：電話またはメー
ル■申し込み期限：実施日の1週間前

宇部

ときわ動物園の
裏側を知る!
体験プラン

会場／ときわ動物園

宇部市則貞3-4-1

時間／10:00〜12:00
問い合わせ先／山口ゆめ回廊博覧会山陽小野田市主体
事業実行委員会（シティセールス課）
☎0836-82-1151
kankou@city.sanyo-onoda.lg.jp
ゆめ散歩

7月17日（土）、8月21日（土）
宇部

アーティストから
直接学ぶ!
プレミアム
アートツアー

動物たちとの裏話を聞きながら、動物園を巡りま
す。園内を巡った後はプチ飼育員体験! 動物たちを
より近くで観察してみましょう。■料金：2,000円
（動物園入園料含む）■定員：4〜8人（対象年齢3才
〜小3）■申し込み方法：電話■申し込み期限：希望
日の3日前
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／山口宇部空港

宇部市大字沖宇部625

GALLERY CASA Oi

美祢市伊佐町伊佐
時間／13:00〜16:30

感性が磨かれる、アーティスティックな休日。彫刻
家・大井秀規さんと一緒に山口宇部空港に常設し
ている作品を鑑賞後、ギャラリーを訪ねて、シルク
スクリーンを体験します。
トートバッグに作品を転写
してオリジナルトートバッグを作りましょう! ギャラ
リー展示の作品模型や作品制作のレアな話など、
アートに触れるプレミアムなひとときを。■料金：
5,000円■定員：1〜8人■申し込み方法：電話■申
し込み期限：希望日の3日前
問い合わせ先／(一社) 宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050

体験

鑑賞

7月17日（土）〜8月29日（日）
萩

萩八景遊覧船
「日本海観賞コース」

会場／萩八景遊覧船
指月橋横発着場
萩市堀内122-1

時間／9:00〜16:00
萩八景遊覧船では、箱メガネによる日本海の水中
観察や、船頭が海から見るマグマと城下町の意外
な関係など、ジオパークの視点を加えたガイドなど
夏らしい体験型の「日本海観賞コース」を夏休み限
定で運航します。■料金：大人1,200円、中高生
1,000円、小学生以下500円※3歳未満無料

体験

鑑賞

食

7月18日（日）、9月25日（土）
山陽
小野田

世界に一つだけの
ガラス作品づくり＆
おしゃれなレストラン
でティータイム

会場／きららガラス未来館
山陽小野田市焼野海岸

時間／12:45〜15:15
（受付12:30〜）
作家の指導のもと、上品で美しいガラス作品作り
の体験、吹きガラスのデモンストレーションの見学
ができます。体験後は、美しい景色を眺め、作家制
作のガラス皿でデザートを味わいながら、作家との
交流を深めます。■料金：3,000円■定員：4〜10
人■申し込み方法：電話・メール■申し込み期限：実
施日の1週間前
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問い合わせ先／山口ゆめ回廊博覧会山陽小野田市主体
事業実行委員会（シティセールス課）
☎0836-82-1151
kankou@city.sanyo-onoda.lg.jp

ゆめ散歩

7月24日（土）、
8月8日（日）、9月25日（土）
津和野

津和野の藩校で
論語・古武道を
体験しよう

きな筆で字を書きます。日常を忘れて、心を清め、
静寂の中で自分を見つめ直す時間をいかがです
か。■料金：3,000円■定員：4〜10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／山口ゆめ回廊博覧会山陽小野田市主体
事業実行委員会（シティセールス課）
☎0836-82-1151
kankou@city.sanyo-onoda.lg.jp

会場／藩校養老館

島根県鹿足郡津和野町後田ロ66

時間／13:30〜15:00
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
験プログラムが出来上がりました。江戸時代の武士
の学校『津和野藩校養老館』で武士の子供たちの
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
問い合わせ先／津和野町郷土館（休館日：土・日・祝日）
☎0856-72-0300
ゆめ散歩

7月24日（土）、25日（日）、
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）
美祢

体験

7月31日（土）、8月1日（日）
山口

そらから魅る
超絶景in秋吉台

会場／KDDI維新ホール

（山口市小郡令和1-1-1）

会場／長者ヶ森駐車場

山口市中心商店街、
他市内各地

美祢市美東町

時間／6:00〜9:00

時間／9:00〜17:00
※時間は内容により異なる
※受付は8:00からを予定

日本最大級のカルスト台地「秋吉台」の雄大な景色
を熱気球（係留フライト）に乗って、いつもと違う空
からの眺めで、360度の絶景が楽しめます。■料
金：大人2,500円、小学生1,500円■定員：
１日最大
150人■申し込み方法：HP※応募者多数の場合は
抽選■応募要件：小学生以下は保護者同伴
問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115
HP https://karusuto.com/
□

Out of KidZania
in やまぐち 2021

体験

7月25日（日）、9月4日（土）
山陽
小野田

古寺で心を清め
自分を再発見する
非日常体験

キッザニアとは、こども達が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。そんなキッザニアの街をとびだ
して、よりリアルな仕事体験を提供するのが、今回
の「Out of KidZania」。
「伝統」
・
「技術」
・
「おもて
なし」の仕事をはじめ、こころおどる36種類の仕事
を体験できるイベントです。■事前予約制（詳細は
HPから）■問い合わせ：HP内問い合わせフォーム
から
HP https://outofkidzania-yamaguchi.jp/
□

会場／妙徳寺

山陽小野田市大字郡768

時間／9:30〜13:00（受付9：15〜）
400年以上の歴史をもつ清涼山妙徳寺で非日常体
験をします。書道体験では、全国に会員をもつ玄游
会の講師をお招きし、たたみ約一畳分の半紙に大
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問い合わせ先／（一社）萩市観光協会
☎0838-25-1750
info@hagishi.com

食

9月4日（土）

8月7日（土）
宇部

ゆめ散歩

こもれびクラフト
ビアガーデン

宇部

会場／楠こもれびの郷

宇部市西万倉1662-1

時間／11:00〜20:00

ノースウベde
プレミアム体験!
郷土料理
“ゆうれい寿司”
づくり体験

山口地ビールをはじめ、萩や下関、福岡のクラフト
ビールが楠こもれびの郷に大集合! お得なビールチ
ケットもあります。■入場料：無料

会場／楠こもれびの郷

問い合わせ先／楠こもれびの郷
☎0836-67-2617

時間／10:00〜12:30

宇部市西万倉1662-1

体験

鑑賞

8月11日（水）
〜29日（日）
山口

カラクリ博士の
異常なゲーセン
YAMAGUCHI
PLAY LAND

里山ならではのスペシャルプログラム! 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”づくりを体験します。当日使える
1,000円分のお買い物券付。■料金：5,000円■
定員：4〜8人■申し込み方法：電話■申し込み期限：
8月27日（金）
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／クリエイティブ・スペース
赤れんが
山口市中河原町5-12

時間／9:00〜17:00

ゆめ散歩

8月10日（火）、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

会場／松陰神社

萩市椿東1537

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

山口市在住のカラクリ博士こと、オートマタ作家の
原田和明氏による作品展です。今回はオートマタ
作品の展示に加えて、カラクリ博士が異常に愛す
る山口市の文化、歴史、名物をモチーフにした新
作ゲームが登場します。■料金：無料■申し込み方
法：クリエ イティブ・ス ペ ース 赤 れ ん が H P から
（ゲーム体験のみ）■申し込み開始日時：7月30日
（金）9：00■休館日：月曜
問い合わせ先／クリエイティブ・スペース赤れんが
☎083-928-6666

鑑賞

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

宇部

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
（入場は16:30まで）
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1 9 6 1 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）の実物制作指定作品15点を含
む入選作品プラン40点と全応募作品を展示しま
す。■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

会場／ひびきの森

宇部市善和119

時間／10:30〜16:00
里山ならではのスペシャルプログラム! 色鮮やかな
糸の中からお好きな色を組み合わせて、織り機を
使ってオリジナルのストールを織っていきます。■
料金：5,000円■定員：1〜2人■申し込み方法：電
話■応募要件：小学生高学年以上■申し込み期限：
9月15日（水）

ゆめ散歩

9月25日（土）
宇部

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

てくてくまち歩き
彫刻にドラマあり!
みんなで蒔いた種を
見つけにいきませんか?

会場／JR宇部新川駅前広場集合
宇部市若松町3

時間／9:50〜12:00
まるでギャラリーのようにたくさんの彫刻が常設さ
れている宇部の街を歩き、その裏側にあるドラマを
ひもとくツアーです。■料金：無料■定員：先着20
人■申し込み方法：電話■申し込み開始日：8月25
日（水）■申し込み期限：9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

ゆめ散歩

9月11日（土）
宇部

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集合
宇部市船木179-1

時間／9:00〜12:00
旧山陽道の宿場町として発展し、近代は炭鉱で栄
えた船木宿を散策します。■料金：1,500円■定員：
6〜25人■申し込み方法：FAX■申し込み期限：8
月28日（土）
問い合わせ先／船木ふれあいセンター
☎0836-67-1183 FAX0836-67-1404

ゆめ散歩

9月19日（日）、10月2日（土）

萩ジオツアー
「○○さんに会いに行こう」
シリーズその②
9月26日（日）
「造り酒屋の杜氏に
宇部 てくてくまち歩き
会いに行こう」
常盤通りから
会場／八千代酒造
大正期の道を常盤公園へ
萩市吉部下3306
萩

ゆめ散歩

時間／13:00〜16:30
萩の職人は萩の大地とどう向き合って暮らしてい
るのでしょうか。実際に会いに行って、その“心”に
触れて見ませんか? ■料金：8,500円(お土産：日本
酒720ml込)■定員：3〜8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／萩ジオパーク推進協議会
☎0838-21-7765

geo@city.hagi.lg.jp

会場／宇部市役所前集合
（解散場所：ときわ公園）
宇部市常盤町1-7-1

時間／9:15〜12:20

大正時代の地図を片手に当時のメインストリートを
歩くツアーです。100年前の街並みに想いを馳せ
てみませんか? ■料金：無料■定員：先着20人■申
し込み方法：電話■申し込み開始日：8月26日（木）
■申し込み期限：9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

ゆめ散歩

9月18日（土）
宇部

ノースウベde
プレミアム体験!
さをり織り体験
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