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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

8月8日（日）

8月1日（日）
〜31日（火）

津和野の藩校で
論語・古武道を体験しよう

萩・明倫学舎
夏祭り

Pick Up

美祢 市
9月26日（日）
まで

Pick Up

山口市

デジタルスタンプラリー
「Summer! #みねきゅん」

8月11日（水）
〜29日（日）

カラクリ博士の
異常なゲーセン
YAMAGUCHI
PLAY LAND

Pick Up

山陽小野田市
9月7日（火）
まで

企画展
「山陽小野田の
スポーツ史」

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
8月7日（土）
〜29日（日）

TOKIWAファンタスティックサマー
2021開催！

防府市
9月5日（日）
まで

企画展
毛利元就没後
450年記念
『毛利元就と
戦国の動乱』

2 0 2 10 . 85 _ AM ua gy ..

8月15日（日）
まで
宇部

つくる・みる・
かんじる美術室
シールであそぼう!

8月16日（月）まで
防府

会場／ときわ湖水ホール
アートギャラリー

宇部市大字沖宇部254

時間／10:00〜16:00
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
ＷＥＢサイトで工作キットを販売。■料金：一部有料
■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/artroom
□

8月15日（日）
まで
山口

搬入プロジェクト
山口・中園町計画
ドキュメント

会場／山口情報芸術センター
［YCAM］

会場／NHK山口放送局

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
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：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
■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/
□

山口市中園町7-7

アスピラート

山口市中園町2-1

山口情報芸術センター
[YCAM]

山口市中園町7-7
時間／10:00〜18:00

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：HP■
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／
山口市文化交流課歴史文化のまちづくり推進室
☎083-934-4155
HP http://yamaguchi-city.jp/yume̲event/
□

8月29日（日）
まで
萩

時間／10:00〜19:00

菊ヶ浜海水浴場

会場／菊ヶ浜

「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。
「搬入プロジェクト 山口・中
園町計画ドキュメント」では、これまで実施してきた
数々の実験の成果などを資料展示で紹介します。
■入場料：無料■休館日：火曜

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

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

8月22日（日）
まで
山口

びじゅチューン! × 8月29日（日）まで
山口ゆめ回廊博覧会 防府 スポット展
「あつまれ! 本の虫」
なりきり美術館
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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）
虫たちがひそんでいるのは、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。7/27から
は、防府図書館の展示物がソラールへやってきまし
た。また、生きたカブトムシを観察できる「カブトム
シの館」もあります。■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者、防府市文化振興財団会員
■休館日：毎週月曜（祝日の場合は翌平日）
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
□

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/
□

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

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。■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/
□

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

山口市下竪小路112

時間／10:00〜17:00

問い合わせ先／山口県立萩美術館・浦上記念館
☎0838-24-2400

9月5日（日）
まで
防府

時間／9:00〜17:00
菜香亭では山口ゆめ回廊博覧会事業の一つとし
て、作品制作に取り組んでいます。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」をみな
さんと一緒に描きましょう。ご応募お待ちしていま
す!【テーマ】
「これが好きっちゃ♪」あなたの好きな
ものを教えてください。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/
□

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）
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/
□

9月5日（日）
まで
萩

光ミュージアム所蔵
美を競う
肉筆浮世絵の世界

会場／山口県立萩美術館・
浦上記念館
萩市平安古町586-1

時間／9:00〜17:00
（入場は16:30まで）
本展覧会は、これまで大々的に公開されることがな
かった光ミュージアム所蔵の肉筆浮世絵の名品を、
初めて一挙にご紹介するものです。肉筆浮世絵な
らではの、しなやかで優美な魅力をご堪能くださ
い。■料金：一般1,100円（900円）、70歳以上・学
生900円（700円）※18歳以下無料、
（ ）内は前
売料金、普通展示の観覧には別途料金が必要■休
館日：月曜（ただし8月9日、8月16日は開館）、8月
10日（火）

9月5日（日）
まで
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
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9月19日（日）
まで

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/
□

アスピラート

萩

企画展
「そこにいきづく
ものたち」

会場／渡辺蒿蔵旧宅/
土藏ギャラリー
萩市江向5

時間／9:00〜17:00
（入館16:30まで）
歴史的な建築で現代美術を鑑賞してみませんか?
明治時代に建てられ、萩市の景観重要建造物に
なっている渡辺蒿蔵旧宅内の土蔵を展示スペース
として、国内外で滞在制作経験のある美術作家が、
地域素材を活用した現代美術作品を展示します。
古い建物と現代アートの対比を是非お楽しみくだ
さい。作家等詳細については、ホームページをご参
照ください。■料金：無料■休館日：水曜
問い合わせ先／萩市文化財保護課
☎0838-25-3835
HP https://toruharada.com/Exhibition/
□
14275495

9月23日（木・祝）
まで
山口

企画展
「山口市の神楽―
伝統をつなぐ―」

会場／山口市歴史民俗資料館
山口市春日町5-1

時間／9:00〜17:00
（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）、展
示替休館：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/
□

9月7日（火）まで

企画展
「山陽小野田の
スポーツ史」

山陽
小野田

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

時間／9:00〜16:30
スポーツに注目が集まる2021年、山陽小野田市
歴史民俗資料館ではスポーツに関する企画展を開
催中! 山陽小野田市にある学校のクラブ活動の功
績を知る資料や、市内で行われた全国大会の様子
を伝える資料、パラリンピックの種目となっている
パラサイクリングに関する資料などを展示します。
■関連行事：学芸員によるギャラリートーク（8月1
日（日）10:00〜20分程度。事前申込不要。当日先
着20人）■観覧料：無料■休館日：月曜、祝日、8月
10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 https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/
□
rekimin/sports.html

9月26日（日）
まで
9月20日（月・祝）
まで
萩

特別展
「萩・昆虫城 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円、高校・大学生310円、小・中学生100円
■申し込み方法：萩博物館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/
□
index.htm

美祢

デジタル
スタンプラリー
「Summer!
#みねきゅん」

会場／美祢市内の観光施設や
飲食店など計15カ所

美祢市内の観光施設や飲食店など計15カ所
レンタサイクルで美祢市内の「きゅん」スポットをめ
ぐるデジタルスタンプラリーです。デジタルスタン
プを5個集めた方には、美祢市の特産品「美祢コレ
クション」を抽選で100名様にプレゼントします。何
が届くかはお楽しみに!
■申し込み方法：スマート
フォンにARアプリ「COCOAR」をダウンロードし
てください。
問い合わせ先／美祢市観光協会
☎0837-62-0115
HP https://karusuto.com/
□
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9月26日（日）
まで
山口

特別企画展
「書物の在る処―
中也詩集と
ブックデザイン」

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
詩集には美しくデザインされた本が数多くありま
す。詩人たちは自らの作品世界を表現するために、
装幀にさまざまな工夫を凝らしてきました。本展で
は、中也と装幀家たちとの関わりや彼らの美意識、
そして大正から昭和初期に出版された詩集のブッ
クデザインを紹介します。■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/
□

10月17日（日）まで
防府

企画展「山頭火に
出会った人々」

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・種田山頭火には多くの友人がいまし
た。その中でも、比較的晩年の山頭火と交流のあっ
た、近木圭之介、和田健、大山澄太等の作品や資料
を紹介します。山頭火との交流について、また、お
互いをどのように思い、どんな影響を受け合ったの
か。山頭火に惹かれた友人たちの目線をとおして
山頭火や山頭火の作品の魅力を探ります。関連展
示「山頭火と
『詩園』の人々」も市民ギャラリーにて
同時開催します。■入館料：無料■休館日：毎週火曜
問い合わせ先／山頭火ふるさと館
☎0835-28-3107

12月31日（金）
まで
萩

着物で抹茶や
人力車を楽しもう!
世界遺産萩城下町
大満足スペシャルプラン

会場／キモノスタイルカフェ
萩市呉服町2-39

時間／①10:00〜、②13:30〜
着物で、世界遺産の城下町を巡る人力車や重要文
化財の庭園を見ながら点てるお抹茶を体験できる
スペシャルプラン。■料金：13,000円■定員：1〜4
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3日前
問い合わせ先／(公財)菊屋家住宅保存会
☎0838-22-0005
kikuyake@haginet.ne.jp

12月26日（日）まで

リアル宝探しゲーム
10月13日（水）
まで
うちら!
ななゆめ調査団!
津和野 各地で演じられた記録
12月31日（金）
まで
〜海の七姫と光の護符〜
「韓国の仮面劇」
津和野 津和野でオリジナル
会場／7市町内
会場／桑原史成写真美術館
7市町ごとに3エリア(計21エリア)が設定され、そ
ブレンドのお茶を
島根県鹿足郡津和野町後田71-2
れぞれ3つの手がかりから、隠された宝の石板を見
つけ出すアウトドア型の謎解きゲームです。石板を
時間／9:00〜17:00
作ってみよう
山口

「韓国の仮面劇」は、韓国（朝鮮）の歴史を見ると長
い専制の政治体制で、王朝時代に虐げられた民衆
は鬱憤を晴らすために仮面を被り、村の広場などで
愚痴を言い放ったのが元と言われています。今回
の 展 示 は 、韓 国 の 各 地 で 演じられ た 仮 面 劇を
1980年代から撮影、記録した写真を展示します。
■入館料：一般300円、中高生150円、小学生100
円■休館日：9月15日（木）
問い合わせ先／桑原史成写真美術館
☎0856-72-3171

見つけ、キーワードを発見し、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。参加冊子の配布場所は、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

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■休館日：
日曜
問い合わせ先／香味園上領茶舗
☎0856-72-0266
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2022年2月13日（日）まで
山口

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
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

8月1日（日）
〜
10月31日（日）
山口

山口ゆめ回廊
博覧会文学ラリー

会場／中原中也記念館、
森鷗外記念館、
山口市小郡文化資料館、
山頭火ふるさと館

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? 8月は、夏休み企画として、お
子さん向けの2作品を午前と午後2回上映します。
上映作品：■①「おしりたんてい」
「ざんねんないき
もの事典」■②「インディ・ジョーンズ 最後の聖戦」
■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/
□

山口市湯田温泉1-11-21
ほか

圏域内の文学者関連施設を巡るシールラリーで
す。まだ知らない山口の文学の魅力を再発見して
みませんか。3館または4館コンプリートでノベル
ティをプレゼント。■休館日：各施設案内をご確認く
ださい
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
HP https://www.chuyakan.jp/
□

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

8月1日（日）
〜31日（火）
萩

萩・明倫学舎
夏祭り

会場／萩・明倫学舎
萩市江向602

時間／10:00〜16:00

通年、12月5日（日）
萩

第3回萩検定

会場／初級：自宅等（スマホ、PC）
中級・上級：萩市総合福祉
センター
萩市江向510

時間／初級：2022年3月31日（木）
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
初級は、スマホ等で「いつでも、どこでも、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みてください。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。詳しくは萩検定ホームページ
（https://hagikentei.com）をご覧ください。■受
検料：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。■応募要件：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15日（月）
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 萩市堀内355
☎0838-25-3290
ＦＡＸ0838-25-3142
HP https://hagikentei.com
□

8月1日（日）
山口

おいでマルシェ

会場／山口市中央公園

【8月の土日祝日】
ヨーヨーすくいや輪投げ、きつね
のお面作りなど、昔なつかしい縁日の雰囲気で夏
祭りを開催!【8月1日〜31日】段ボール迷路も出現!
萩・明倫学舎で夏の楽しい思い出を作りませんか?
■料金：輪投げ：100円/回、ヨーヨーすくい、お面作
り：無料（1人1回）、段ボール迷路：100円
問い合わせ先／NPO萩明倫学舎
☎0838-21-0304
HP hagimeirin.jp
□

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

①8月1日（日）
②9月16日（木）
防府

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／①1回目10:00（9:45開場）、
2回目14:00（13:45開場）
②10:00（9:45開場）

8月3日（火）
宇部

パン教室

会場／アクトビレッジおの

宇部市大字小野字大日原7025

時間／10:00〜13:00
ロールパン＆ハムロールパン作成■料金：1,600円
■定員：15人■申し込み方法：電話、FAX、メール
のいずれか■申し込み期限：8月2日（月）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111
FAX0836-64-2800
actvillageono@feelkankyo.com
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8月7日（土）〜8月29日（日）
宇部

TOKIWA
ファンタスティック
サマー2021開催!

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／宇部市ときわ公園企画課
☎0836-54-0551

問い合わせ先／NPOあとう
☎083-956-2526
npo-ato@c-able.ne.jp

会場／ときわ公園

宇部市則貞3-4-1

新しい生活様式に即したモデルイベントとして、
「TOKIWAファンタスティックサマー2021〜ひか
るゆうえんち〜」を開催します。ときわ公園を「ひか
る遊園地ゾーン」
「納涼ファミリーゾーン」
「日の名
残ゾーン」の3つに分けることで密を回避しながら
イベントを楽しむことが出来ます! 夏の夕暮れとと
もに楽しい思い出をときわ公園でぜひ作りましょ
う!! イベントの内容は専用ホームページでご確認く
ださい。■休館日：火曜
問い合わせ先／宇部市ときわ公園企画課
☎0836-54-0551

8月7日（土）
〜10日（火）
山陽
小野田

第3回
山本自動車杯

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）

時間／10:00〜17:00
山陽オートレースでは、8月7日（土）
〜10日（火）に
「第3回山本自動車杯」を開催! 盛夏の本場開催!
熱き戦いにご期待ください。■入場料：無料
問い合わせ先／山陽オートレース場
☎0836-76-1115
HP https://www.sanyoauto.jp
□

8月7日（土）、21日（土）、
9月4日（土）、18日（土）、
10月2日（土）、16日（土）、
〜29日（日）
11月6日（土）、20日（土） 8月7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

会場／阿東徳佐地域
【集合場所】
阿東文庫（旧亀山小学校）
山口市阿東徳佐上新田亀山

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。
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

宇部

じゃぶじゃぶ池

会場／ときわ公園

宇部市則貞3-4-1

時間／①10:00〜12:00、
②12:30〜14:30
家族で遊べる夏の人気スポットが2年ぶりに復活!!
暑い夏を涼しく過ごしちゃおう!! 新型コロナウイル
ス感染症対策として、利用時間を短縮し、人数制限
有り、事前予約制とします。■料金：小学生以下1人
100円（園内店舗で利用可能な特典付き）付き添
いの保護者は無料■定員：各40人（小学生以下20
人まで・付き添いの保護者は1人まで）■申し込み
方法：申込専用ウェブサイト■休場日：毎週火曜、雨
天または水温が22度以下の時、管理運営上支障が
あるとき、新型コロナウイルス感染状況が悪化した
とき。

8月7日（土）
山口

中原中也記念館
オンライン座談会
「中也詩集を装幀して」

会場／オンライン配信（Zoom）
時間／13:30〜15:30

特別企画展関連イベント「中也の詩集をいま作るな
ら……」の参加メンバーが、中也の詩集を装幀して
みて感じたことや制作の裏話、ブックデザインにつ
いて語り合います。■出演者 カニエ・ナハ（詩人、
ブックデザイナー）、岡本啓（詩人）、ゾエ・シェレン
バウム（アーティスト）、鈴木啓二朗（アーティスト）
■料金：無料■申し込み方法：HP（要事前登録）
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
HP https://www.chuyakan.jp/
□

8月7日（土）
宇部

宇部市芸術祭
ヨーデル・チロリアン
コンサート

会場／宇部市多世代ふれあいセンター
宇部市琴芝町2-4-25

時間／14:00〜
国内では唯一のヴァイオリン＋男女ヨーデル・デュ
オの3人組。各地のヨーデルを伝統的なものから現
在のヨーデルまで、
トークを交えながらわかりやす
く紹介します。■料金：全席指定席 一般3,500
円、大学生以下1,500円
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355
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8月7日（土）
山陽
小野田

おのだ七夕祭り2021
〜みんなのために
おうちでできること〜

吉田松陰の作品のみを吟じる唯一の全国大会。至
誠をもって一生を貫き、近代日本の誕生に身命をさ
さげた吉田松陰の魂を学ぶことを目的とし、萩市か
ら全国に向け「松陰先生の志」を発信するもので
す。■入場料：無料■定員：884人

山口市中河原町5-12

8月8日（日）
津和野

問い合わせ先／小野田商工会議所青年部
☎0836-84-4111
HP https://www.onoda-cci.or.jp
□

津和野の藩校で
論語・古武道を
体験しよう

会場／藩校養老館

島根県鹿足郡津和野町後田ロ66

山陽
小野田

はだしの時間

会場／おのサン サッカーパーク
（市立おのだサッカー交流公園）
山陽小野田市小野田字末広

時間／9:30〜11:30
（受付9:00〜天然芝グラウンド入口）
※少雨決行

カラクリ博士の
異常なゲーセン
YAMAGUCHI PLAY LAND

会場／クリエイティブ・スペース
赤れんが

時間／19:00〜20:10
※雨天の場合は8月9日（月・振休）

8月8日（日）

山口

問い合わせ先／文化・生涯学習課
☎0838-25-1234

会場／オンライン配信

おのだ七夕祭り2021〜みんなのために おうち
でできること〜のイベントは、オンライン（小野田商
工会議所ホームページ）にて配信します。
【動画企
画】展示短冊紹介、七夕飾りコンテスト、地元飲食
店応援イベントなど【展示企画】短冊、七夕飾り展
示（会場：おのだサンパーク2階メインモール）

8月11日（水）
〜29日（日）

時間／9:00〜17:00
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：
赤れんがHPより事前予約制■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
HP http://www.akarenga.justhpbs.jp/index.htm
□

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：8月3日（火）
問い合わせ先／津和野町郷土館（休館日：土・日・祝日）
☎0856-72-0300

天然芝の上ではだしで思いっきり水遊び! ■対象：
幼児〜小学3年生とその保護者■内容：水鉄砲、ス
プリンクラーシャワー、シートすべりなど■入場料：
無料

8月13日（金）、15日（日）

問い合わせ先／山陽小野田市民体育館
☎0836-84-2430

萩

萩・万灯会

会場／13日：大照院

萩市椿青海4132

15日：東光寺

萩市椿東1647

8月10日（火）、24日（火）
宇部

8月8日（日）
萩

第16回吉田松陰顕彰
吟詠コンクール
全国大会

会場／萩市民館大ホール
萩市江向495-4

時間／9:00〜16:00

オカリナ教室

会場／アクトビレッジおの

宇部市大字小野字大日原7025

時間／①10:00〜（初心者向け）
②13:00〜（経験者向け）

時間／19:30〜22:00
萩藩主毛利家の菩提寺である「大照院」と「東光
寺」で開催する夏の風物詩。それぞれ500基を越
える石灯籠にともされた火が幻想的な世界を作り
だします。
問い合わせ先／（一社）萩市観光協会
☎0838-25-1750

オカリナを吹いてみよう! 初心者から経験者まで体
験できます。■料金：2,000円■定員：各10人■申
し込み方法：電話、FAX、メールのいずれか■申し
込み期限：8月5日（木）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111
FAX0836-64-2800
actvillageono@feelkankyo.com
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①8月15日（日）、
②9月19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／①10:00〜12:00
②13:00〜15:00

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。
8月15日（日）
：龍吐水・昔の洗濯、9月19日（日）
：蓄
音機■参加費：無料■申し込み方法：随時受付
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/
□

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/
□

①8月21日（土）
②9月18日（土）
萩

はぎマルシェ

会場／中央公園（山縣有朋像周辺）
萩市江向552-2

時間／① 9：00〜13：00
②11:00〜15:00 ※少雨決行

8月18日（水）
宇部

アロマ教室

会場／アクトビレッジおの

宇部市大字小野字大日原7025

時間／①13:00〜②14:30〜

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。■8月のテーマ：夏祭り 9月
のテーマ：食の大運動会※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（萩市外
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

保湿化粧水スプレー＆アロマ石けん作成■料金：
1,700円■定員：各15人■申し込み方法：電話、
FAX、メールのいずれか■申し込み期限：8月14
日（土）

8月15日（日）、9月19日（日）

問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111
FAX0836-64-2800
actvillageono@feelkankyo.com

企画展
「山口市の神楽
―伝統をつなぐ―」 8月21日（土）、9月18日（土）
ギャラリートーク
山口 幕末の面影を残す
（展示解説）
「松田屋」と
会場／山口市歴史民俗資料館
湯田温泉散策ツアー
企画展スペース
山口

山口市春日町5-1

時間／13:30〜14:00
企画展「山口市の神楽―伝統をつなぐ―」の展示
解説を、展示担当学芸員が行います。■入館料：一
般110円（18歳以下、70歳以上、障がいのある方
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/
□

8月15日（日）、9月19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
防府市栄町1-5-1
ルルサス防府3階

時間／14:30〜15:00

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（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

8月21日（土）
山口

講演会
藩主毛利敬親
―藩政改革と野田御殿

会場／山口市菜香亭

山口市天花１-2-7

時間／18:00〜19:45
本年は幕末の長州藩主毛利敬親公の没後150年
にあたります。隠居所「野田御殿」跡地にある山口
市菜香亭で、敬親公について講演会を開催します。
■講師 小山良昌氏（毛利博物館顧問）■料金：
200円■定員：先着60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/
□
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8月22日（日）
山陽
小野田

きららマルシェ

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

や、画面上の構成とともに体感する、これまでにな
い映画体験を創造します。■入場料：有料■チケッ
ト販売所：山口市文化振興財団チケットインフォメー
ション（YCAM内）☎083-920-6111（10:00〜
19:00※火曜休館･祝日の場合は翌日）、インター
ネット：https://ycfcp.or.jp/※チケット情報の詳
細はYCAMホームページにてご確認ください

9月1日（水）〜10月25日（月）

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

会場／十朋亭維新館

山口

「十朋亭主
萬代利兵衛と
山口維新」展
山口市下竪小路112

時間／9:00〜17:00

野村農園をはじめとする約11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。

山口の“地域リーダー”として活躍し、維新の志士た
ちの活動を支えた萬代利兵衛と廃藩置県前後の山
口との関わりについて紹介する企画展の後期展示
です。■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／きらら交流館
☎0836-88-0200
HP https://www.kirara-k.jp
□

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

8月26日（木）
宇部

モノと心の片付け
応援セミナー

会場／アクトビレッジおの

宇部市大字小野字大日原7025

時間／①10:00〜②12:00〜
大好きなものに囲まれて。片付け実践編■料金：
700円■定員：各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：8月20日（金）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111
FAX0836-64-2800
actvillageono@feelkankyo.com

8月29日（日）
美祢

THE HORN
STUDIO 2021
秋吉台ホルンキャンプ ①9月4日（土）、10月16日（土）
ガラコンサート
（予備日：10月17日（日））、

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

時間／14:00〜

8月27日（金）〜29日（日）

NHK交響楽団首席奏者の福川伸陽をはじめ、在京
オーケストラで活躍するホルン奏者5名とドイツで
活躍するピアニストを講師に迎えて開講するホル
ンセミナー「THE HORN STUDIO」。招聘講師に
よる多彩なプログラムをお楽しみください。プログ
ラム：ふるさとの四季、エル・カミーノ・レアル、狩りの
ファンファーレほか■料金：一般3,000円 25歳
以下1,000円 ※未就学児のご入場はできませ
ん。■申し込み方法：HP

②11月13日（土）
山口

山口大学公開講座
「弥生土器をつくって
古代米を食べよう」

会場／山口大学吉田キャンパス
山口市吉田1677-1

時間／①9:00〜11:30
②9:30〜11:30

時間／時間は内容により異なる

吉田キャンパスから出土した弥生時代の遺物を紹
介しつつ、弥生土器づくり、石包丁による古代米の
収穫、土器による調理等の実習を通して、稲作が始
まった 弥 生 時 代 の 生 活を学 びます 。■ 受 講 料：
5,750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：小学生以上（小中学生は保護者同伴）■
申し込み期限：8月20日（金）

ライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質なスピ
ーカーを用いて映画を鑑賞する上映イベントです。
国内でも最高レベルの音響環境と言われるスタジ
オAを会場に、これまで気づくことのなかった作品
内で追求されているサウンド面の「核心」を、物語

問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
〒753-8511 山口市吉田1677-1
☎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
□

山口

YCAM爆音映画祭
2021

会場／山口情報芸術センター
［YCAM］
山口市中園町7-7

問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
HP https://aiav.jp/
□
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9月4日（土）
美祢

令和3年度
山口県立大学・美祢市
サテライトカレッジ
「学びを深めるじぶん時間〜
「文化」・「歴史」のこと
学んで暮らしイキイキと〜」

問い合わせ先／防府市地域交流センター アスピラート
☎0835-26-5151
HP http://aspirante-hofu.com/
□

定期的な運動が心身に及ぼす影響について紹介し
た上で、効果的な運動のやり方を体験学習します。
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■
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：8月23日（月）
問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
〒753-8511 山口市吉田1677-1
☎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
□

会場／美祢市民会館

美祢市大嶺町東分326-1

時間／10:00〜11:30
講座テーマは『本当の仏教』。人間の生と死、よりよ
く生きるということについて仏教の原典・原点から
学んでみましょう。日本に仏教が伝来して長い時間
が経ちました。そして全国には、コンビニの数より
多いお寺が存在しています。ですが、仏教の持って
いる本当の魅力については、なかなか知られてい
ません。仏教という宗教の魅力を再発見してみませ
んか。■料金：無料■定員：50人■申し込み方法：電
話、FAX、はがき、メールのいずれか※受講者本人
の①住所、②氏名、③電話番号、④受講希望講座を
お伝えください。■申し込み期限：8月20日（金）
問い合わせ先／美祢市教育委員会
生涯学習スポーツ推進課
〒759-2292 美祢市大嶺町東分326-1
☎0837-52-5261
FAX0837-52-2562
shosupo@city.mine.lg.jp

9月11日（土）〜10月24日（日）
©Tomoko Takai

会場／毛利博物館

9月5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

9月4日（土）
防府

音楽セミナー/
ヴァイオリンを語る
〜華麗な花形楽器
500年の歴史と魅力

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／アスピラート2階
リハーサル室
防府市戎町1-1-28

時間／開演15:00（開場14:00）
楽器をとおして、楽器と音楽の関係性やジャンル、
音楽作品について理解を深めるセミナーです。今
回は弦楽器の中でも一番メジャー楽器であるヴァ
イオリンをクローズアップします。奏者が感じる楽
器の魅力について演奏を交えわかりやすく解説し
ます。■入場料：全席自由1000円（当日300円高、
財団会員300円引）※未就学児入場不可。■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

企画展
『廃藩置県と
公爵毛利家の誕生』

防府

9月6日（月）、27日（月）
山口

山口大学公開講座
「健康寿命を延ばす
ための運動教室」

会場／山口大学吉田キャンパス
山口市吉田1677-1

時間／13:00〜16:00

防府市多々良1-15-1

時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）
廃藩置県から150年を迎えるにあたり、廃藩置県
において毛利家がどのような役割を果たしたか、廃
藩置県後の公爵としての毛利家が、どのような役
割を果たしたか紹介します。■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/
□

9月11日（土）
美祢

令和3年度山口県立大学・美祢市
サテライトカレッジ
「学びを深めるじぶん時間
〜「文化」
・
「歴史」のこと
学んで暮らしイキイキと〜」

会場／美祢市美東センター

美祢市美東町大田6170-1

時間／10:00〜11:30
講座テーマは『平家物語』。
『平家物語』巻十一「先
帝身投（せんていみなげ）」は、壇ノ浦合戦のクライ
マックスであり、幼い安徳天皇と二位殿（清盛の
妻）の入水を描く哀切な場面ですが、いろいろと不
思議な表現が見られます。本講座では、これらの表
現を読み解くことで、
『平家物語』の知られざる側面
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をかいま見てみたいと思います。■料金：無料■定
員：50人■申し込み方法：電話、FAX、はがき、メー
ルのいずれか※受講者本人の①住所、②氏名、③
電話番号、④受講希望講座をお伝えください。■申
し込み期限：8月20日（金）

問い合わせ先／防府市地域交流センター アスピラート
☎0835-26-5151
HP http://aspirante-hofu.com/
□

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／美祢市教育委員会
生涯学習スポーツ推進課
〒759-2292 美祢市大嶺町東分326-1
☎0837-52-5261
FAX0837-52-2562
shosupo@city.mine.lg.jp

ⒸSerrum, Pasar Ilmu (Knowledge Market) at 2017 Asian Art Biennale

9月18日（土）
〜26日（日）
9月11日（土）
山口

第26回
中原中也の会大会

会場／オンライン配信（Zoom）
時間／13:00〜
テーマ「中也とデザイン」に沿って、内堀弘氏、カニ
エ・ナハ氏による講演や、詩集デザインをめぐる対
談をオンライン公開。■出演者：内堀弘（石神井書
林店主）、岡本啓（詩人）、三角みづ紀（詩人）、カニ
エ・ナハ（詩人、ブックデザイナー）■料金：無料■申
し込み方法：HP（要事前登録）■申し込み開始日：8
月12日
問い合わせ先／中原中也記念館内事務局
☎083-932-6430
HP https://chuyakan.jp/nts/
□

山口

道の駅「長門峡」
イベント2021

会場／道の駅「長門峡」

山口市阿東生雲東分47-1

防府

ふるさとの匠たち
〜第14回「腕前探訪」

会場／アスピラート1階
市民スペース、
2階展示ホール
防府市戎町1-1-28

時間／10:00〜16:00
（最終日は15:30まで）
昨年、新型コロナウイルスの感染拡大のためオン
ライン開催となった「腕前展」ですが、こんな時代
だからこそ、山口県で活動する創り手の皆さんを応
援したい! という思いのもと、2年ぶりにアスピラー
トでの開催が決定しました! 工芸作品から生活に密
着した職人技、美味しいモノまで大集合。オンライ
ンではなく実際に手に取って、ひとつひとつ心を込
めて創られたこだわりのモノをご堪能ください。山
口県で活躍する匠たちに会える4日間を、どうぞお
楽しみに! ■入場料：無料

美祢

時間／9:30〜18:00
（26日のみ15:00まで）
道の駅「長門峡」のリニューアルから2周年を迎え、
「道の駅「長門峡」イベント2021」を開催します。
阿東地域が持つ人、自然、農畜産物、地域文化、歴
史など様々な地域資源に触れるイベントを開催しま
す。イベント期間中には、阿東の地福地区に伝わる
小正月の民俗行事で、国の重要無形文化財に指定
されている「トイトイ」で使用されるわら馬づくりの
体験ができます。また、阿東の新鮮野菜や花を組み
合わせた「寄せ植え」ワークショップも実施してい
ます。■料金：無料■「トイトイのわら馬づくり」
（18
日、26日限定）定員：1日2〜3回各回先着5組■
「寄せ植えワークショップ」
（19日限定）定員：1日2
回、各回先着10組■申し込み方法：事前にホーム
ページで公表■申し込み期限：希望日の1週間前
問い合わせ先／山口市阿東総合支所農林課
☎083-956-0984

9月17日（金）〜20日（月・祝）

9月18日（土）

9月18日（土）〜12月19日（日）
山口

「クリクラボ―
移動する教室」展

会場／山口情報芸術センター
［YCAM］

令和3年度山口県立大学・美祢市
サテライトカレッジ
「学びを深めるじぶん時間
〜「文化」
・
「歴史」のこと
学んで暮らしイキイキと〜」

会場／美祢市秋吉公民館

美祢市秋芳町秋吉5353-1

時間／10:00〜11:30
講座テーマは『古代の美祢-長門・周防国との関わり
を中心に-』。美祢郡は、長登銅山をはじめ、日本の
古代国家を支える貴重資源が存在した地域です。こ
の講座では、古代の美祢の重要性について、
「金
属」などのキーワードに注目して、周辺地域との関
わりにも目配せしながら、分かりやすく解説していき
ます。■料金：無料■定員：50人■申し込み方法：電
話、FAX、はがき、メールのいずれか※受講者本人
の①住所、②氏名、③電話番号、④受講希望講座を
お伝えください。■申し込み期限：8月20日（金）
問い合わせ先／美祢市教育委員会
生涯学習スポーツ推進課
〒759-2292 美祢市大嶺町東分326-1
☎0837-52-5261
FAX0837-52-2562
shosupo@city.mine.lg.jp

山口市中園町7-7

時間／10:00〜19:00
インドネシアのジャカルタを拠点に活動するアーテ
ィスト・コレクティブ、セラム（Serrum）による展覧
会です。セラムは、アーティストやデザイナー、キュ
レーターなどで構成され、メンバーの多くが美術教
師としての教育を受けてきました。彼らは社会や政
治、都市、教育といった問題に多様なアプローチで
取り組んでおり、国内外の様々な展覧会やアートフ
ェスティバルで発表をおこなっています。教育につ
いては、主にアートと教育制度の関係に焦点を当
て、過去・現在・未来の教育制度を思索するととも
に、教育における「学び」の概念や、教師と生徒の
役割に疑問を投げかける活動で知られています。
本展では、地域コミュニティとともに学びの新しい
形を問い続ける彼らの作品や活動を紹介します。
■入場料：無料■休館日：火曜

9月18日（土）
山口

れきみんミニ講座②
「山口市内の神楽
―過去と現在から
伝承を考える―」

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／13:30〜15:00
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展示担当学芸員による講座を行います。■入館料：
一般110円（18歳以下、70歳以上、障がいのある
方及び同行の介護者は無料）■定員：先着20人■
申し込み方法：電話またはメール■応募要件：中学生
以上■申し込み期限：9月17日（金）■休館日：月曜
（休日の場合は翌平日）、8月19日（木）、20日（金）

9月25日（土）
防府

問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001
yrekimin@c-able.ne.jp
HP http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/
□

9月22日（水）、25日（土）、29日（水）
山口

山口大学公開講座
「異文化コミュニ
ケーションと語用論」

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／13:00〜14:30
文化の定義を学び、どのようにして文化間、言語間
でミスコミュニケーションが起こるのかを、英語の文
章も使用しながら、一緒に考えていきます。■受講
料：3,600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。■申し込み期限：9月8
日（水）

SOUND PUREDIO
presents/
05 Anniversary Tour/
上妻宏光 "Standard Songs"
feat.佐藤竹善・三味線と
PIANOで奏でる名曲達

会場／アスピラート3階
音楽ホール
防府市戎町1-1-28

時間／開演15:45（開場15:00）
「多くの人に三味線の音色を聴いてもらいたい。」と
いう上妻の想いから始めた“Standard Songs”公
演に、シングライクトーキングのボーカリスト佐藤竹
善をf e a t .し、各 地 T o u rを共にして 5 年となる
“Anniversary Tour”が決定! スタンダード・ナン
バーからJ-POP、原点である「津軽じょんがら節」
まで・
・
・キャリアに裏付けされた実力でジャンルの超
越と和洋を融合させ、名曲達を創作するステージは
必見です! ■入場料：全席指定6,300円（当日500
円高、財団会員300円引）※6歳未満、未就学児入
場不可。■プレイガイド：アスピラート、防府市公会
堂、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス
問い合わせ先／防府市地域交流センター アスピラート
☎0835-26-5151
HP http://aspirante-hofu.com/
□

集合場所／山口市菜香亭

山口市天花1-2-7

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：3000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/
□

山陽
小野田

熱気球搭乗体験
「そらから魅る超絶景!
山陽小野田」
み

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
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
時間／7:30〜10:30
（1回のフライト時間は約5分）

9月25日（土）、10月9日（土）、23日（土）、
9月25日（土）、26日（日）、
11月13日（土）、27日（土）
10月2日（土）、3日（日）

開運! 西の京・山口、
風水パワスポ巡り

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）

山陽小野田市大字高畑401-1

問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
〒753-8511 山口市吉田1677-1
☎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
□

山口

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
□

山口

山口ゆらめき回廊

会場／香山公園
（国宝瑠璃光寺五重塔）

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! 熱気球に乗って、
いつもと違う空からの眺めを楽しもう! ■参加料：
10,000円（消費税、搭乗者保険料含む）■定員：1
グループ（小学生以上4〜6人）■申し込み方法：窓
口、電話、FAX、メール、はがきのいずれか■応募
要件：中国、四国、九州地域にお住まいの方■申し
込み期限：9月13日（月）必着
問い合わせ先／山陽小野田市シティセールス課
〒756-8601 山陽小野田市日の出1-1-1
☎0836-82-1151
FAX0836-82-1313
kankou@city.sanyo-onoda.lg.jp
HP https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp
□

山口市香山町7-1

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
約1,000個のキャンドルが灯され、ライトアップさ
れた五重塔の姿とキャンドルが融合した幻想的な
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。お茶
会やゲストによるコンサートなど日替わりのおもて
なしもお楽しみいただけます。■参加費：無料
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