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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

10月23日（土）

10月1日（金）
〜10日（日）

「日本遺産ガイドと
歩く秋の津和野路散策」

「着物ウィークin
萩 2021」

Pick Up

美祢 市
10月30日（土）

Pick Up

山口市

「長登銅山跡の植物観察と
史跡見学会」

10月16日（土）、17日（日）

「浪曲×映画」

Pick Up

山陽小野田市

10月1日（金）〜31日（日）

「スマイルハロウィン
さんようおのだ2021」

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
10月1日（金）
〜31日（日）
まで

「ときわハッピーハロウィン」

防府市
10月30日（土）
〜12月5日（日）

「特別展『国宝』」
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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

10月10日（日）午後1時半〜（30分程度）定員8
人。申し込み不要、参加無料※展示室入館料が必
要です。■入館料：大人200円、小・中学生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/
□

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：火曜

山口市内21地域の名所を巡るカードラリーです。
県内在住の人気イラストレーター「セキサトコ」さん
が市内21地域の名所や旧跡等の地域資源をイラ
ストにしました。オリジナルイラストと現地の風景を
実際に見比べながら、コンプリートを目指そう! ■休
館日：カードの配布場所や開館時間・営業時間は山
口市HPをご確認ください。
問い合わせ先／山口市山口ゆめ回廊博覧会推進室
☎083-934-4152
HP https://www.city.yamaguchi.lg.jp/
□
soshiki/148/103162.html

12月26日（日）
まで
山口

問い合わせ先／山頭火ふるさと館
☎0835-28-3107

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

10月24日（日）
まで

企画展
『廃藩置県と
公爵毛利家の誕生』

防府

会場／毛利博物館

防府市多々良1-15-1

7市町ごとに3エリア（計21エリア）が設定され、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
□

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）

12月31日（金）
まで
津和野

問い合わせ先／毛利博物館
☎0835-22-0001
HP https://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/
□

会場／香味園上領茶舗

10月25日（月）
まで
山口

津和野でオリジナル
ブレンドのお茶を
作ってみよう
島根県鹿足郡津和野町後田ロ519

時間／10:00〜17:00

企画展
「十朋亭主・萬代利兵衛と
山口の維新」
（廃藩置県150年記念）

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

会場／十朋亭維新館

山口市下竪小路112

時間／9:00〜17:00
山口下竪小路の町人・萬代家の五代目当主・利兵衛
輔徳は、藩庁移鎮以降、藩の様々な御用を務め、維
新の志士たちを庇護し、近代山口の基礎作りに貢
献しました。展 示では、山 口における“ 地 域リー
ダー”として萬代利兵衛輔徳を取り上げ、廃藩置県
前後の山口と利兵衛の関係を明らかにします。■
当館学芸員によるギャラリートークを開催します。

12月28日（火）
まで
山口

やまぐち21地域名所
カードラリー

会場／山口市内
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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（12月27日
〜1月3日）
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430

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／森鷗外記念館
☎0856-72-3210

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
FAX 0838-25-3142
HP https://hagikentei.com
□

通年
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

10月1日（金）〜10月31日（日）
山陽
小野田

スマイルハロウィン
さんようおのだ2021

会場／山陽小野田市内各所

10月は市のイメージカラー「オレンジ」をまちに広
げるため「スマイル・オレンジフェア」を開催。今年
新たに登場したスマホでモンスターを探す「オレン
ジモンスターを探そう！」のほか、市内のオレンジ
フェア参加店によるスペシャルメニュー・サービス＆
ディスプレイコンテストを開催! フォトコンテストの
参加者も募集中です。
問い合わせ先／
スタジオ・スマイル事務局(山陽小野田市シティーセールス課内）
☎0836-82-1251
HP https://www.sanhallo.net
□

通年、12月5日（日）
萩

第3回萩検定

会場／初級：自宅等（オンライン検定）
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

終了時期未定

季節ごとの表情を
楽しめる「鷗外の庭」 10月1日（金）〜31日（日）
会場／森鷗外記念館
宇部 ときわ
島根県鹿足郡津和野町町田イ238
ハッピーハロウィン
時間／9:00〜17:00
津和野

平成28年度に開館20周年を記念し、草花を愛した
鷗外にちなみ、旧宅・記念館周辺に整備された「鷗
外の庭」。旧宅では、鷗外の自宅・観潮楼に植えられ
ていた草花を季節ごとにお楽しみいただけます。四
季折々の草花で鷗外に想いを馳せてみてはいかが
でしょうか。■入館料：一般600円、中高生400円、
小学生250円■休館日：月曜（月曜が祝日の場合は
翌日）

会場／ときわ遊園地（ときわ公園内）
宇部市則貞3-4-1

時間／9:00〜17:00
ときわ公園でハロウィンを楽しもう! 仮装や黄金の
かぼちゃ探し、スタンプラリーなど、プレゼントなど
が当たる楽しいイベントもりだくさん! ■料金：無料
■休館日：火曜
02

2021.10_Oct.
問い合わせ先／宇部市ときわ公園企画課
☎0836-54-0551

人まで）800円 、3回券：一般2,400円／any会員・
25歳以下・65歳以上・障がい者（介助の方1人ま
で ）1 , 8 0 0 円 ■ 定 員：5 0 人 ■ チケット販 売 所：
YCAMスタジオC（2F）受付■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
□

10月1日（金）
〜10日（日）
萩

萩市江向602

時間／9:30〜17:00
世界遺産に登録された江戸時代の町並みが残る風
情ある萩城下町を会場に開催。着物が似合う美し
い町並みを散策したり、和の体験プログラムなどを
楽しむイベントです。■料金：着物レンタル、和の体
験プログラムは有料（要予約）。詳しくはHPをご覧
ください。
問い合わせ先／（一社）萩市観光協会
☎0838-25-1750
HP https://www.hagishi.com/kimono/
□

問い合わせ先／旧山村家住宅
☎0838-22-0133

「居酒屋兆治」©1983年 東宝

着物ウィークin萩 2021

会場／萩・明倫学舎、萩城下町

国指定史跡旧萩藩御船倉の中で女性ソロシンガー
ちひろによる音楽をお楽しみください。■料金：
1,500円

10月3日（日）
10月2日（土）〜12月26日（日）
萩

特別展「旅と人と萩と」

会場／萩博物館

萩市堀内355

時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）
萩に城下町ができた江戸時代、太平の世を迎えた
人々は続々と旅に出掛け、旅はすぐに一般的なも
のになりました。江戸時代から現代にかけての旅と
人、そして萩との関係に注目し、旅に関する資料を
展示します。■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※11月2日、25日、26
日は展示替えのため、企画展示室を閉鎖
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
HP https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/
□

山口

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

10月3日（日）
宇部

10月1日（金）〜14日（木）
山口

時間／9:50〜12:00

県内古地図スタンプラリーを開催します。
（上宇部
西コース約4km）■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：10
月1日（金）

会場／山口情報芸術センター
スタジオC（2F）

時間／10:30〜終了は上映時間により異なる
※10月2日、3日のみ12:30〜
2019年に亡くなった降旗康男監督の特集上映で
す。ゴールデンコンビと言われた高倉健の主演作
品を中心に11作品を日替わりで上映します。全て
35ミリフィルムで上映する大変貴重な機会です。
懐かしい銀幕のスターたちの活躍をぜひお楽しみ
ください。上映作品：
「冬の華」
「駅 STATION」
「居
酒屋兆治」
「鉄道員（ぽっぽや）」
「ホタル」ほか■
料金：当日券のみ／1回券：一般1,000円／any会
員・25歳以下・65歳以上・障がい者（介助者の方1

古地図を片手に
まちを歩こう

会場／琴崎八幡宮バス停集合

日本映画上映活動
映画監督 降旗康男特集
山口市中園町7-7

おいでマルシェ

10月2日（土）
萩

浜崎伝建地区
国選定20周年
御船倉コンサート

会場／国指定史跡 旧萩藩御船倉
時間／①14:00〜（13:30開場）
②18:00〜（17:30開場）

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

10月3日（日）
山口

祈りの回廊
野田神社能楽堂
ナイトコンサート
03
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会場／野田神社能楽堂（ライブ配信）
山口市天花1-1-2
時間／18:00〜19:30

2021年に没後150年を迎えた毛利敬親公が祭神
の野田神社。その能楽堂で、幻想的な雰囲気の中、
シンガーソングライターちひろと、サクソフォンとピ
アノの2人組ユニット「ユーアート」
（井出崎優、高橋
優介）を迎え、ナイトコンサートを実施します。当日
は、YouTube「山口観光コンベンション協会公式
チャンネル」で無料配信を行います。■料金：無料
問い合わせ先／山口観光コンベンション協会
☎083-933-0088
HP https://yumehaku.jp
□

10月8日（金）〜2022年1月30日（日） 10月8日（金）
山口

原瑠璃彦＋YCAM共同研究成果展示：
Incomplete Niwa Archives
―終らない庭のアーカイヴ

会場／山口情報芸術センター
[YCAM］2階ギャラリー
山口市中園町7-7

時間／10:00〜19:00
メディア・テクノロジーを用いて制作された山口市
の常栄寺庭園（通称：雪舟庭）のアーカイブを体験で
きる展覧会です。本展では、日本庭園を3Dスキャン
などの映像技術や立体音響、バイオ・テクノロジー
などを駆使して収集した日本庭園のさまざまなデー
タをもとに、庭のアーカイブそのものを、さながら庭
のように体験できるインスタレーション作品を発表
します 。■ 料 金：無 料 ■ 休 館日：火 曜 、年 末 年 始
問い合わせ先／山口情報芸術センター[YCAM]
☎083-901-2222
HP www.ycam.jp
□

10月8日（金）〜2022年1月30日（日）
山口

坂本龍一+高谷史郎
+YCAM：
「ART-ENVIRONMENTLIFE 2021」展

3Dスキャンされた常栄寺庭園

会場／①YCAMサテライトA
駅通り1-5-25

②常栄寺雪舟庭

山口市宮野下2001-1

③山口情報芸術センター
[YCAM]スタジオA
山口市中園町7-7

①坂本龍一＋高谷史郎《water state 1》作品中央
に置かれた漆黒の水面に水滴が落ち、波紋が広が
り、それと呼応するように繊細なサウンドが会場を
包み込むインスタレーション作品です。②坂本龍一
＋YCAM InterLab《Forest Symphony》樹々の
生命活動から生じる電気的な変化を観測、記録し、
そのデータを元に制作されたサウンドインスタレー
ション 作 品 。③ 坂 本 龍 一＋高 谷 史 郎《 L I F E ̶
ﬂuid,invisible,inaudible…》1999年に発表され
た坂本龍一氏のオペラ作品「LIFE」の音楽と映像、
そして時間軸を解体/再構成するかたちで制作した
インスタレーションの大作。■料金：無料※ただし、
常栄寺雪舟庭入場料は別途必要■休館日：火曜、年
末年始（12月29日〜1月3日）
問い合わせ先／山口情報芸術センター[YCAM]
☎083-901-2222

撮影：丸尾隆一（YCAM)

防府

元気やまぐち創造プロジェクト
ヴィヴァルディ「四季」
〜国内オーケストラ
トッププレイヤーによる
音楽の祭典

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／19:00〜（18:00開場）
国内オーケストラのトップクラスの演奏家が一同に
集い、アスピラート（防府市）を皮切りに山口県東
部、中央部、西部、北部と県全域でコンサートを開
催するアートキャラバン。夢の共演をお楽しみくだ
さい。■出演者：ヴァイオリン：長原幸太（読売日本
交響楽団コンサートマスター）、岸本萌乃加（読売
日本交響楽団次席奏者）、大和加奈（東京都交響楽
団団員）、田村昭博（日本フィルハーモニー交響楽
団団員）、末廣紗弓（日本フィルハーモニー交響楽
団団員）ヴィオラ：篠崎友美（東京都交響楽団首席
奏者）、矢島千愛（九州交響楽団団員）、チェロ：田
中雅弘（元東京都交響楽団首席奏者）、長谷部一郎
（東京都交響楽団）、コントラバス：浅野宏樹（九州
交響楽団団員）、ピアノ/チェンバロ：田村響（ロン=
ティボー国際コンクール優勝）■曲目ドビュッシー：
亜麻色の髪の乙女、月の光ほか、ハイドン：ピアノト
リオ 第25番 ト長調「ジプシートリオ」、ヴィヴァル
ディ：協 奏 曲 集『 四 季 』■ 入 場 料：全 席 指 定 一 般
3,000円（財団会員300円引※ただし学生料金は
割引なし）、25歳以下の学生1,500円※未就学児
はご遠慮ください。■プレイガイド：アスピラート、防
府市公会堂、周南市文化会館、山口情報芸術セン
ター、ローソンチケット
（Lコード：62615）、チケット
ぴあ（Pコード：201-367）
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/
□

10月8日（金）
・9日（土）
萩

世界遺産・萩城下町
「萩・竹灯路物語」 10月9日（土）〜11月7日（日）

会場／萩城下町周辺
萩市呉服町1

時間／18:00〜21:00
城下町周辺に竹灯籠が立ち並びます。竹の中で揺
れる炎で江戸情緒あふれる歴史の町並みがぼんや
り照らし出され、趣たっぷりの夜が楽しめます。
問い合わせ先／
萩・竹灯路物語実行委員会事務局（萩市観光課内）
☎0838-25-3139（平日のみ）

山陽
小野田

企画展
「発掘された山口巡回展」

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
山口県埋蔵文化財センターが令和元（2019）年度
に県内各地で行った発掘調査の成果を出土品や写
真でわかりやすく解説した企画展です。期間中に
関連事業として、記念講演会、れきみん体験教室
「埴輪づくり」も開催します。■入場料：無料■休館
日：月曜、祝日※新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、ご来館の際はマスク着用および検温・手
指消毒にご協力をお願いします。※新型コロナウイ
ルス感染状況等により、変更や中止となる場合が
あります。最新の情報は山陽小野田市ホームペー
ジ等によりご確認ください。
問い合わせ先／山陽小野田市歴史民俗資料館
☎0836-83-5600
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10月9日（土）〜12月12日（日） 10月9日（土）、11月6日（土） 10月9日（土）
山口

企画展「西郷家文書
―つわものどもが
筆の跡―」

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）
大内氏の興亡はよく語られますが、その活動を支え
た家臣の興亡はあまり知られていません。
「西郷家
文書」には、大内氏の家臣として活動した人々の貴
重な情報が収められています。本展では、時代を生
き抜いた西郷氏の歴史と彼らが残した筆の跡に注
目して、
「西郷家文書」を徹底的に追究する他、文
化財を後世に残すために行った保存修理事業につ
いても紹介します。■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：11月9日（火）、10日（水）
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/
□

山口

幕末の面影を残す
「松田屋」と
湯田温泉散策ツアー

山陽
小野田

元気やまぐち創造
プロジェクト
ヴィヴァルディ四季

会場／湯田温泉エリア
【集合場所】
狐の足あと

会場／不二輸送機ホール
（山陽小野田市文化会館）
大ホール

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（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

時間／14:00〜（13:30開場）

山口市湯田温泉2-1-3
時間／10:00〜12:00

問い合わせ先／新山口駅観光交流センター
☎083-902-0037

山陽小野田市大字郡1754
（JR厚狭駅新幹線口）

国内オーケストラトッププレイヤーによる音楽の祭
典。山口県防府市出身在住の元東京都交響楽団
チェロ首席奏者・田中雅弘氏の声がけにより国内
トップクラスの演奏家がここに集結、山口県内を巡
ります。今回だけの特別編成による上質の演奏会
をこの機会にぜひご堪能ください。■入場料：全席
自由、一般3,000円、学生1,500円（25歳以下の
学生）、山陽小野田市文化協会の賛助・個人会員は
500円割引があり※未就学児の入場はご遠慮くだ
さい。■チケット販売所：不二輸送機ホール（山陽小
野田市文化協会）、おのだサンパーク
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
（受付9:00〜17:00、第1・第3火曜休館）
HP https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
□
site/bunka-kaikan/siki.html

10月9日（土）〜12月26日（日） 10月9日（土）、23日（土）、
11月13日（土）、27日（土）
山口

企画展
小郡鉄道維新
〜水を制して
機関庫をつかみ取れ〜

会場／山口市小郡文化資料館
山口市小郡下郷609-3

時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）
鉄道の主役である蒸気機関車を動かすには石炭と
大量の水が必要です。機関車が頻繁に行き来する
西日本最大級の一大拠点駅となるべく、水に挑ん
だ男たちの常識にとらわれない挑戦と、その正確な
未来予想図を小郡の発展を通して解説します。今
回は小郡鉄道史の中でも、日本の鉄道開業から昭
和初期までを扱います。特に小郡鉄道維新を成し
遂げた男たちが作り上げた国登録有形文化財であ
る「旧桂ヶ谷貯水池堰堤」を中心とする地域資料と
当時の山陽鉄道にまつわる様々な資料から紐解き
ます。■入館料：無料■休館日：月曜（祝日の場合は
開館、翌平日振替休館）
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/
□

山口

開運! 西の京・山口、
風水パワスポ巡り

会場／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：3,000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/
□

10月10日（日）
防府

花神子社参式

会場／防府天満宮

防府市松崎町14-1

時間／14:00〜

その年の御神幸祭に奉仕する大、小行司が、無事
奉仕出来るために、一夜づくりの御酒を未婚の童
女に奉献させる社参式です。童女（花神子）は、色
彩あでやかに着飾り、古代行列は絢爛そのもので
す。昨年に引き続き、新型コロナウイルスの感染症
拡大防止のため規模を縮小し、天神商店街駐車場
前から防府天満宮までの通りで行われます。■観
覧料：無料
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問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
HP http://www.hofutenmangu.or.jp
□

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
（Lコード61982）※アスピラートでの前売券
販売は10月13日（水）
まで。■休館日：火曜
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/
□

10月16日（土）、11月6日（土）、
20日（土）
10月14日（木）〜17日（日）
山陽
小野田

山陽オートレース本場開催

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2分）
時間／10:00〜17:00
山陽オートレース場では、10月14日（木）〜17日
（日）本場開催を行います! 秋のスピードレースにご
期待ください。ご来場の際は、コロナウイルス感染
症対策として、マスクの着用や入場時の検温等の
ご協力をお願いします。■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.city.sanyoauto.jp
□

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）

謡をもとにした浪曲「佐渡情話」の映画化が成功を
収めると、浪曲の語りやあらすじを取り入れた「浪
曲映画」という新たなジャンルの映画が次々と誕生
します。本企画では、元祖・浪曲映画「新佐渡情話」
（1936年）をはじめとした浪曲映画3本と、人気浪
曲師・玉川奈々福の浪曲をセットで紹介。ほかにも、
幻の名作サイレント映画「忠次旅日記」
（1927年）
を、活弁と三味線の伴奏付きで上映。また、浪曲の
プチ体験ができる浪曲ワークショップも実施しま
す。■料金：全席自由＜1作品＞一般2,000円／
any会員・特別割引・25歳以下1,700円／高校生
以下500円＜4作品セット＞一般7,600円／any
会員・特別割引・25歳以下6,400円※高校生以下
のセット券なし※特別割引：65歳以上、障がい者及
び介護の同行者1人が対象※当日は前売料金と同
額※未就学児入場不可※託児サービスあり
（有料）
10月9日（土）までにチケットインフォメーションへ
要申し込み
チケット購入・問い合わせ先／
山口市文化振興財団チケットインフォメーション（チケット購入）
☎083-920-6111（10:00〜19:00、火曜休館）
HP https://www.ycfcp.or.jp/
□

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。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■応募要件：小学生高学年以上■申し込み
期限：希望日の1週間前

浪曲口演の様子

©佐藤浩

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

10月14日（木）〜11月14日（日）
防府

10月16日（土）、11月20日（土）

防府市制施行85周年・
山口放送開局65周年記念
美人画レボリューション!

萩

会場／中央公園（山縣有朋像周辺）
萩市江向552-2

会場／アスピラート2階 展示ホール

時間／11:00〜15:00 ※少雨決行

防府市戎町1-1-28

時間／10:00〜17:00
（入場は16:30まで）
竹久夢二、上村松園、鏑木清方・
・
・古今東西「美人
画」絵師たちは、
「美人」のイメージを外見的・内面
的に様々な技法で表現してきました。
「培広庵コレ
クション」は、美人画の黄金期といわれる明治から
初期の移り変わりを網羅する日本有数の個人コレ
クション。本展は山口県初の「培広庵コレクション」
お披露目となります。併せて、今をときめく現代
アーティストによるイラストレーションやアート作品
も展示、古今東西いつの時代も愛される「美人画」
の魅力のヒミツに迫ります! ■入場料：一般：650円
（600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）※財団会員ご招
待（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。ご入場の際、会員証ご提示ください）
※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

はぎマルシェ

10月16日（土）、17日（日）
山口

浪曲×映画

会場／山口情報芸術センター
［YCAM］スタジオC

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。■10月のテーマ：ハロウィン
■11月のテーマ：食とアート※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
（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
HP https://www.facebook.com/
□
%E3%81%Af%E3%81%8E%E3%83%9E%
E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%
A7-100385388098046/

山口市中園町7-7

時間／16日：10:30〜、14:30〜
17日：10：30〜、15：00〜
三味線を伴奏に独特の節と語りで物語を聴かせる
日本独自の語り芸・浪曲。浪曲全盛期をむかえた昭
和初期は、サイレント映画からトーキー映画への移
行期でもあり、当時、大ブレイクしていた佐渡の民
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10月17日（日）〜12月5日（日） 10月17日（日）
美祢

第4回赤間関街道
中道筋リレーウォーク
2021

会場／赤間関街道中道筋
（下関市・美祢市・萩市）
時間／9:00〜

幕末に吉田松陰、久坂玄瑞が歩き、高杉晋作、伊藤
博文、山縣有朋ら、多くの志士達が新たな夜明けを
夢見た歴史街道が「赤間関街道・中道筋」です。志
士たちの想いが偲ばれる赤間関街道中道筋をあな
たも歩いてみませんか? ■料金：各ステージ500円
■定員：各ステージ40人■申し込み方法：電話、
FAX、メールのいずれか■申し込み期限：各ステー
ジ10日前
問い合わせ先／赤間関街道中道筋連絡協議会事務局
☎0838-55-0817
FAX：0838-55-0077
c-akiragi@city.hagi.lg.jp
HP https://karusuto.com/event/20211017/
□

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
クリー ム パン＆塩 ロー ルを作 成します ■ 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：10月12日（火）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111
FAX：0836-64-2800
actvillageono@feelkankyo.com

10月17日（日）、11月21日（日）
山口

企画展「西郷家文書
―つわものどもが筆の跡―」
ギャラリートーク（展示解説）

宇部

ミツロウで
ECOラップ作り

会場／アクトビレッジおの

宇部市大字小野字大日原7025

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／アクトビレッジおの

宇部

オカリナ教室

宇部市大字小野字大日原7025

時間／①10:00〜
②11:00〜

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。10月17日（日）紙すき、11月21日（日）棹秤
（さおばかり）■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/
□

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／14:00（13:45開場）

企画展「西郷家文書―つわものどもが筆の跡―」
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／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111
FAX0836-64-2800
actvillageono@feelkankyo.com

会場／山口市歴史民俗資料館

月いちキネマ

時間／13:30〜14:30

10月19日（火）、26日（火）

れきみんファミリーデー!

防府

問い合わせ先／防府図書館
☎0835-22-0780
HP https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
□

ミツロウを使って繰り返し使えるECOラップを作り
ます。■料金：2,500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：
10月12日（火）

山口

10月21日（木）、11月19日（金）

会場／山口市歴史民俗資料館
企画展スペース

時間／10:00〜

10月17日（日）、11月21日（日）

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

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：10月
21日（木）
：
「あ・うん」、11月19日（金）
「Ｅ.Ｔ.」■料
金：無料■定員：先着15人

山口市春日町5-1

10月17日（日）

季節の変わり目、精神面にやさしい更年期を快適に
過ごす香り、癒やしの「ひのきキューブ」を作成しま
す。■料金：1,700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：10
月12日（火）

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。①初心者向け②経験者向け■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：10月12
日（火）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111
FAX：0836-64-2800
actvillageono@feelkankyo.com

10月20日（水）
宇部

アロマ教室

10月22日（金）
宇部

終活セミナー

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／10:00〜
ご自身と家族のために「終活」について学びません
か? ■料金：1,500円■定員：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：10
月12日（火）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111
FAX：0836-64-2800
actvillageono@feelkankyo.com

10月22日（金）〜2022年3月13日（日）
防府

生誕100年記念
秋山巌原画展
拝啓山頭火さま

会場／アクトビレッジおの

会場／山頭火ふるさと館 特別展示室

時間／13:00〜

時間／10:00〜18:00

宇部市大字小野字大日原7025

防府市宮市町5-13
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版画家・秋山巌（あきやまいわお）は、山頭火を題材
とした作品を多く残しました。1971年、50歳の時
に山頭火の句に衝撃を受けた秋山は、たちまち山
頭火にのめり込み、その句の世界を版画で表現し
始めます。このたびは、秋山巌の生誕100年を記
念して、版画の下絵として描かれた原画を一挙公
開いたします。版画によって表現された山頭火の句
の世界をどうぞお楽しみください。会期中大幅な展
示替えを行います（前期：2022年1月12日まで、後
期：2022年1月15日から）■入館料：無料■休館
日：毎週火曜（火曜が祝日の場合は翌平日）、12月
26日（日）
〜31日（金）、1月13日（木）、14日（金）
問い合わせ先／山頭火ふるさと館
☎0835-28-3107
HP https://hofu-santoka.jp/
□

10月22日（金）
山陽
小野田

企画展
「発掘された山口巡回展」
関連事業：記念講演会

会場／山陽小野田市立中央図書館
視聴覚ホール
山陽小野田市栄町9-13

時間／13:30〜15:00
山口県埋蔵文化財センターの石井龍彦さんを講師
に迎え記念講演会を開催します。■演題「埴輪の世
界」※新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、ご来館の際はマスク着用および検温・手指消毒
にご協力をお願いします。■聴講料：無料■定員：先
着30人■申し込み方法：電話■申し込み開始日時：
10月8日（金）9:00〜※新型コロナウイルス感染
状況等により、変更や中止となる場合があります。
最新の情報は山陽小野田市ホームページ等により
ご確認ください。
問い合わせ先／山陽小野田市歴史民俗資料館
☎0836-83-5600

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 https://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp
□

10月23日（土）
山口

山口大学公開講座
「文化財修復について：
萩市南明寺・賓頭盧坐像復元
（宝珠制作実習を含む）」

ては事前にお問い合わせください。■料金：前売券
一般：2,000円、any 会員・特別割引：1,500円、高
校 生 以 下：3 0 0 円 ※ 特 別 割 引:シニア（ 6 5 歳 以
上）、障がいを持つ方及び同行の介護者1人が対
象※電子チケットも利用可能※前売券は各公演前
日の19時まで販売■当日券一般：2,500円、高校
生以下：500円■定員：各回15人■対象年齢：13
歳以上（ヘッドマウントディスプレイを使用した作
品 の た め ）■ チケット販 売 所：窓 口 、電 話 、H P
（www.ycfcp.or.jp）のいずれか■休館日：火曜
（祝日の場合は翌日）
問い合わせ先／
山口市文化振興財団チケットインフォメーション
☎083-920-6111（休館日を除く10:00〜19:00）
HP www.ycam.jp
□

会場／山口大学吉田キャンパス
山口市吉田1677-1

時間／10:00〜17:00
破損や劣化が進んでいた萩市南明寺の木彫賓頭
盧（びんずる）坐像の失われていた手の部分を
2019年に復元修復した事例を中心に、経過写真
などを使って文化財修復について紹介します。ま
た、賓頭盧坐像に関連する「宝珠」を粘土で製作す
る実習を通して、文化財の保存修復の意義を実感
していただきます。■受講料：4,800円■定員：先着
15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：10月8日
（金）
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 https://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp
□
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10月23日（土）
津和野

日本遺産ガイドと歩く
秋の津和野路散策

会場／津和野町内
（津和野町日本遺産センター集合）
島根県鹿足郡津和野町後田ロ253

10月23日（土）
山口

山口大学公開講座
「学際的アプローチで考える
生き生きシニアライフ」

会場／山口大学吉田キャンパス
山口市吉田1677-1

時間／10:00〜15:00
健康で生き生きとした生活を送るために、前半は
「からだ」、後半は「ことば（英語）」をテーマとし
て、実践的に楽しく取り組みます。■受講料：3,250
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：10月8日（金）

10月23日（土）、24日（日）
山口

小泉明郎：
縛られたプロメテウス

会場／山口情報芸術センター
[YCAM］スタジオB
山口市中園町7-7

時間／12:00〜16:30のうち、
10回上演

時間／13:00〜15:00
※少雨決行、荒天中止（当日9時に判断）
津和野町が認定を受けた日本遺産「津和野今昔〜
百景図を歩く〜」を日本遺産コンシェルジュと巡る
日本遺産探訪ツアーです。津和野百景図に描かれ
た当時の津和野と今の津和野を見比べながら歩い
てみると、きっと素敵な発見がありますよ。■料金：
2,000円■定員：2〜20人■申し込み方法：電話■
申し込み期限：10月16日（土）■休館日：月曜（月曜
が休日のときは翌日）
問い合わせ先／津和野町日本遺産センター
☎0856-72-1901

アーティストの小泉明郎によるVR（バーチャル・リ
アリティ／仮想現実）を用いた体験型の演劇作品
の公演です。本作は、古代ギリシアの詩人アイス
キュロスによる悲劇「縛られたプロメテウス」が原
作となっています。本作の観客は、この神話的時間
から発想された近未来の中で、自分とは異なる「他
者」の感覚や感情をVRを通じて追体験していきま
す。■各日全10回公演■上演時間：60分※入れ替
え制■上演言語：日本語／英語■車椅子席につい
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10月24日（日）
美祢

コンサート
「プラテーロとわたし」

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
□

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〜
「プラテーロとわたし」シリーズ企画第2弾。スペイ
ンを代表する詩人フアン・ラモン・ヒメネスによる
138編の散文詩「プラテーロとわたし」。イタリアの
作曲家、カステルヌオーヴォ＝テデスコはその中か
ら28編を選びギターと朗読のための作品をつくり
ました。美しく、優しく、時に強く語りかけるこの作品
を、大萩康司のギターと波多野睦美の日本語訳と朗
読、歌で全曲演奏します。山本容子による着彩銅版
画「プラテーロとわたし」全28点の展示とともにお
楽しみください。13時からは山本容子によるプレ
トークもあります。■料金：一般3,000円、25歳以下
1,000円※フレンズネット会員は2割引■申し込み
方法：HP※未就学児のご入場はできません
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
HP https://aiav.jp/
□

10月24日（日）、11月21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
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/
□

10月25日（月）、26日（火）
山口

Yumehaku Art ＆
Food in RURIKOJI
『朝茶時』

会場／香山公園

山口市香山町7-1

時間／①6:30〜
②8:30〜
③10:30〜
アーティスト船越雅代さんによる圏域内で採取した
山野草をブレンドした2種類のお茶と山口市の銘菓
を新たな解釈で再構築したお菓子を提供するお茶
会を開催します。瑠璃光寺五重塔を望む「満月の
庭」で、特別な秋の朝をお過ごしください。■料金：
3,000円■定員：各回20人■チケット販売所：HP
（予約販売サイトPeatix：https://asachaji.peatix.com）

着物を着て大殿地区をまち歩きしませんか？ 「講談
師神田京子さんとまち歩き」や撮影会、各種ワーク
ショップ等を開催します（要申込）。着物で来店する
と協賛店でドリンクサービスや料金割引などの様々
な特典が受けられます。山口市観光周遊1日乗車券
（土・日・祝のみ）を利用したまち歩きもおすすめで
す。
【特典一例】山口市菜香亭…期間中限定で着物
体験料割引、十朋亭維新館…着物で入館の方にオ
リジナルグッズプレゼント■参加料・定員・申し込み
期限：店舗・プログラムにより異なる
問い合わせ先／大路ロビー
☎083-920-9220
HP http://www.ojilobby.sblo.jp/
□

10月25日（月）〜31日（日）
美祢

山本容子 銅版画原画展
「プラテーロとわたし」

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／9:00〜17:00
「プラテーロとわたし」シリーズ企画第3弾。数多く
の書籍の装幀や挿絵、絵本、壁画制作など第一線
で活躍する銅版画家、山本容子。
「詩画集 プラ
テーロとわたし」に収められた全28点の原画をコン
サートホールで展示します。■料金：無料
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
HP https://aiav.jp/
□

10月26日（火）〜29日（金）
山陽
小野田

山陽オートレース
本場開催

10月30日（土）〜12月5日（日）
防府

特別展「国宝」

会場／毛利博物館

防府市多々良1-15-1
時間／9:00〜17:00
国宝の雪舟筆「四季山水図」や「古今和歌集（高野
切本）」をはじめとする国宝や重要文化財など、美
術的にも歴史的にも優れたことで知られる毛利家
伝来の逸品を一堂に公開します。■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／山陽オートレース場

山陽小野田市大字埴生700
（JR埴生駅2分）

時間／10:00〜17:00
山陽オートレース場では、10月26日（火）〜29日
（金）本場開催を行います! 秋のスピードレースにご
期待ください。ご来場の際は、コロナウイルス感染
症対策として、マスクの着用や入場時の検温等の
ご協力をお願いします。■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.city.sanyoauto.jp
□

10月30日（土）
美祢

10月29日（金）〜11月7日（日）
山口

着物deおさんぽ

会場／山口市大殿地区

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
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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
の中には銅山特有の珍しい植物もあります。■定員：
15人■申し込み方法：電話■応募要件：小学生高学
年以上※山道の歩行（約3km）が可能な人■申し込
み期間：10月5日（火）
〜27日（水）■休館日：月曜
問い合わせ先／長登銅山文化交流館
☎08396-2-0055
HP http://www.c-able.ne.jp/~naganobo/
□
index.html

400年以上の歴史を持つ萩を代表する工芸品「萩
焼」。その伝統を受け継ぐ萩焼作家さんは萩の地を
どう感じて、どう暮らしているのでしょうか。萩焼の
はじまりの窯「坂高麗左衛門窯」の若き萩焼作家、
坂悠太さんに会いに行くプレミアムなツアーです。
ナビゲーターは萩ジオパーク推進協議会のジオ
パ ーク専 門 員・白 井 孝 明 が 務 めます 。■ 料 金：
3,500円■定員：15人（最少遂行：3人）■申し込み
方法：電話またはメール■申し込み期限：①10月22
日（金）17:00②10月29日（金）17:00
問い合わせ先／萩ジオパーク推進協議会
☎0838-21-7765
HP https://hagi-geopark.jp/take-part/
□
experience/ainiikou/

企画展「発掘された山口巡回展」の関連事業とし
て歴史民俗資料館が「埴輪づくり教室」を開催しま
す。埴輪とは何か? 埴輪や古墳についてクイズを
用いて学習し、素焼き粘土でオリジナルのマイ埴
輪を作ります。埴輪は当日持ち帰りできます。■参
加料：無料■定員：各回先着15人■申し込み方法：
電話■申し込み開始日時：10月8日（金）9:00〜※
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご来
館の際はマスク着用および検温・手指消毒にご協
力をお願いします。※新型コロナウイルス感染状
況等により、変更や中止となる場合があります。最
新の情報は山陽小野田市ホームページ等によりご
確認ください。
問い合わせ先／山陽小野田市歴史民俗資料館
☎0836-83-5600

10月31日（日）、11月14日（日）
山口
近年発見されたアキヨシミミナグサ

10月30日（土）〜2022年1月16日（日） 10月31日（日）
防府

企画展「万華鏡展
〜鏡の世界であそぼ!〜」

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）
鏡や光などの“科学的視点”と美しい模様の“芸術的
視点”の2面を織り交ぜた、
「万華鏡」をテーマにし
た企画展です。万華鏡の基本原理である「鏡」の科
学体験をメインに、万華鏡の種類やしくみを学べる
展示や、様々な種類の万華鏡がつくる模様の面白
さや美しさを体験できる展示をご覧いただけます。
■入館料：大人（高校生以上）510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）、12月29日〜1月3日

防府

塩田まつり

会場／三田尻塩田記念産業公園
防府市大字浜方381-3

時間／9:00〜14:00
「塩田まつり」では、当日、園を無料開放してお
り、塩浜作業体験や塩浜太鼓演技など様々な催し
が行われます。■観覧料：無料
問い合わせ先／三田尻塩田記念産業公園
☎0835-25-3510

萩

プレミアムゆめ散歩
萩ジオツアー
「〇〇さんに会いに行こう」
【萩焼作家さんに会いに行こう】

山口市春日町5-1

時間／13:30〜15:00
展示担当学芸員による講座をおこないます。■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）■各回先着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：開催日の前日■休館
日：月曜（休日の場合は翌平日）、展示替休館：11月
9日（火）、10日（水）

①11月3日（水）、②12月1日（水）
山口

10月31日（日）
山陽
小野田

企画展
「発掘された山口巡回展」
関連事業：れきみん体験教室
「埴輪づくり」

会場／坂高麗左衛門窯

会場／山陽小野田市民館
第一講義室

時間／①13:00〜15:30
②10：00〜12：30

時間／①10:00〜
②14:00〜

萩市椿東中の倉1922

会場／山口市歴史民俗資料館
2階学習室

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/
□

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
□

①10月30日（土）、②11月7日（日）

れきみんミニ講座①
「大内氏家臣の家臣に
なる前とその後」
れきみんミニ講座②
「西郷家文書を考える」

山陽小野田市栄町9-25

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／① 9:00〜12:00
②13:00〜16:00
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：10月20日（水）
10
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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 https://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp
□

11月3日（水・祝）
山口

やまぐち元気創造プロジェクト
国内オーケストラ
トッププレイヤーによる
音楽の祭典
〜希望に満ちた未来に向かって〜

会場／山口市民会館

山口市中央2-5-1

大ホール

時間／14:00〜（13:30開場）

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／15:00〜（14:00開場）
東京藝術大学長の澤和樹と日本を代表するピアニ
スト蓼沼恵美子によるデュオコンサートをお送りい
たします。2人の音楽が共鳴し生み出される、最高
の室内楽をお楽しみください。■入場料：全席指定
一般3,000円、高校生以下1,500円（財団会員
500円引、当日500円高）※未就学児はご遠慮く
ださい。■プレイガイド：アスピラート、防府市公会
堂、周南市文化会館、山口情報芸術センター、チ
ケットぴあ0570-02-9999（Pコード：197-964）、
ローソンチケット0 5 7 0 - 0 8 4 - 0 0 6（ Lコード：
61729）

11月7日（日）
山口

おいでマルシェ

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

チケット購入・問い合わせ先／
山口市文化振興財団チケットインフォメーション
☎083-920-6111（10:00〜19:00、火曜休館）
HP https://www.ycfcp.or.jp/
□

11月7日（日）

会場／山口市中央公園
山口市中園町7

時間／9:00〜15:00

問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055

山陽
小野田

青年の家プラネタリウム
投映機MS-10投映会

会場／山陽小野田市青年の家
天文館（プラネタリウム）

山陽小野田市大字埴生3229-12

時間／①11:00〜
②14:00〜

11月6日（土）
防府

澤和樹（ヴァイオリン）&
蓼沼恵美子（ピアノ）
デュオコンサート

問い合わせ先／山陽小野田市青年の家
TEL・FAX0836-76-1688
seinen@city.sanyo-onoda.lg.jp
HP https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
□
soshiki/53/tenmon.html

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/
□

山口県出身の元東京都交響楽団チェロ首席奏者・
田中雅弘の声掛けで夢のようなコンサートが実現!
国内トップクラスの演奏家がここ山口に集結し、心
を潤してくれる上質の音楽をお届けします。出演す
るのはチェリスト・田中雅弘に加え、ロン・ティボー国
際コンクールにおいて弱冠20歳で第1位に輝き、
一躍世界に注目され国内外で活躍を続けるピアニ
スト・田村響、日本屈指のトッププレイヤーが集まる
東京都交響楽団の金管メンバー5人で結成された
“東京メトロポリタン・ブラス・クインテット”。
ドビュッ
シー「亜麻色の髪の乙女」、サン＝サーンス「白
鳥」、
ドラゴンクエストの曲で知られるすぎやまこう
いち作品などを披露します。■料金：全席指定 一
般3,000円、any会員2,700円、25歳以下1,500
円※当日券はany会員割引の対象外※未就学児入
場不可※託児サービスあり
（有料）10月27日（水）
までにチケットインフォメーションへ要申し込み■
プレイガイド：山口情報芸術センター、山口市民会
館、アスピラートほか

東京メトロポリタン・ブラス・クインテット

※申込用紙は山陽小野田市HPからもダウンロード
で きま す 。■ 申し 込 み 期 限：1 0 月 1 5 日（ 金 ）
16:00※新型コロナウイルス感染症の状況によ
り、投影会を中止する場合があります。ご了承くだ
さい。

青年の家プラネタリウム投映機MS-10が、科学技
術の発達史上重要な成果を示すものと認められ、
国立科学博物館の「重要科学技術史資料（愛称：未
来技術遺産）」に登録が決定しました。この投映機
は、昭和41年製作され、現在55年が経過し、国内
で稼働している国産プラネタリウムの中で最古級
の投映機になっています。この「重要科学技術史資
料」の登録を受けて、プラネタリウムの投映会を開
催します。■料金：無料■定員：各30人※申込多数
の場合は抽選で決定し、結果は後日お知らせしま
す。■申し込み方法：窓口、FAX、メールのいずれか
（青年の家、山陽小野田市社会教育課、各公民館に
備え付けの申込用紙に記入して青年の家に提出）

①11月12日（金）、26日（金）
美祢

産業観光バスツアー
【体験コース】
「美東ごぼう収穫体験と
約2年かけて栽培する
原木しいたけ摘み取り体験」

会場／山口宇部空港集合ほか
宇部市沖宇部625-17

時間／8:50〜16:30
■ルート：カルストロード
【秋吉台を車窓から見学】⇒
農業生産法人 美緑【体験】⇒［昼食］ほっとビレッジ
美東⇒道の駅みとう
【買物】⇒園田きこり農園【体
験】。美祢市赤郷地区はカルスト台地特有のドリーネ
（窪地）が大きく広がった「ポリエ」にある集落です。
その赤郷ポリエで育った希少な「美東ごぼう」の収
穫体験。お昼は「美東ごぼう」など秋吉台の恵みを
食します。また2年かけて栽培する原木しいたけを
摘み取り体験、裏側をお話しします。■料金：1人
11,800円■定員：20人（最小催行人数15人）■申
し込み方法：HPまたは電話（㈱船鉄観光旅行社おの
だサンパーク店：0836-83-3275）※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。■申し込み期限：原則希望日の2週間前
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
HP https://www.csr-tourism.jp/
□
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11月14日（日）
山口

シェ・アイオ
〜作って、歩いて、味わう〜

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
HP https://www.csr-tourism.jp/
□

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／秋穂地域交流センター
山口市秋穂東6823-1

時間／10:00〜15:00
230年前から続くおもてなしに触れる秋穂八十
八ヶ所霊場お遍路体験です。お大師まいりとともに
地域の方からお接待文化を学び、実際にお接待料
理を調理し食べます。■料金：3,000円■定員：先着
20人■申し込み方法：電話またはメール■申し込
み期限：10月31日（日）
問い合わせ先／（一財）山口観光コンベンション協会
☎083-933-0088
zai-ytc@c-able.ne.jp

11月19日（金）〜23日（火・祝）
山口

まちなみアート
―my made 竪小路―

会場／八坂神社ほか

山口市上竪小路100

「私はネットでできている？」の様子（2021年）
撮影：ヨシガカズマ

11月20日（土）〜23日（火・祝）
山口

時間／10:00〜17:00
八坂神社を中心に、大内文化薫る竪小路や一の坂
川周辺のまちなみを様々なアートで彩ります。期間
中には、大内文化特定地域内の施設や店舗にて、
やまぐち新進アーティスト大賞受賞者をはじめとし
た市内アーティストによる作品展示・販売のほか、
生け花の展示や演劇・合唱などのステージ、ファッ
ションショーなども行います。■料金：無料
問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-2717
HP https://www.instagram.com/machinamiart/
□

常栄寺雪舟庭
紅葉ライトアップ

会場／常栄寺雪舟庭

山口市宮野下2001-1

時間／18:00〜21:00
（最終入場は20:30）

常栄寺雪舟庭が夜間ライトアップします。最終日に
は、ソレイユトリオwithハタスによるライブ（19:00
〜、20:00〜）を行います。■拝観料：中学生以上
300円（身障者手帳をお持ちの方も300円）
・小学
生以下無料
問い合わせ先／常栄寺
☎083-922-2272
HP http://sesshu.jp/
□

11月16日（火）

産業観光バスツアー
美祢 【健脚コース】
「渡邊祐策翁・本間俊平翁・
笠井順八翁のDNA
『近代化産業遺産を巡る
ツアー』
【NEW】」
宇部

山陽
小野田

会場／山口宇部空港集合ほか
宇部市沖宇部625-17

時間／9:20〜18:00
■ルート：峰北舎・大理石加工体験【体験】⇒道の駅
おふく
【買物】⇒(有)つねまつ菓子舗（伝助）
【 試食】
【買物】⇒［昼食］セントラルホテル⇒太平洋マテリ
ア ル ( 株 ) 小 野 田 工 場（ 徳 利 窯 ）⇒ 興 産 大 橋 ⇒
UBE-i-Plaza（UBEグループ総合案内施設）。近代
日本の草創期に生まれ、今なお「翁」と言われ故郷
の人々から敬愛されている先人たちがいます。その
翁のDNAを受け継いだ街「宇部」
「美祢」
「山陽小
野田」を巡ります。■料金：1人11,800円 ■ 定 員：
10人（最小催行人数10人）■申し込み方法：HPま
たは電話（㈱船鉄観光旅行社おのだサンパーク店：
0836-83-3275）※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■申し込
み期限：11月2日（火）

11月20日（土）、21日（日）、
27日（土）、28日（日）、
12月18日（土）、19日（日）、
25日（土）、26日（日）、
2022年 1月8日（土）、9日（日）
11月22日（月）
22日（土）、23日（日）
山口

ネットにくらす、
私のひみつ

会場／インターネット
（ビデオ会議システム）
時間／13:00〜16:00

インターネットにおける自身と他者との「見えない
コミュニケーション」について学ぶオリジナルの教
育プログラムです。このプログラムでは、SNSにお
ける写真投稿を例に、参加者が情報の発信者と受
信者の両方の立場を体験していきます。そこから分
かったことを話し合うことで、情報の送信者と受信
者、双方の立場の特性を再考していきます。※全
12回、各日完結■料金：無料■定員:各回8人（申込
多 数 の 場 合 は 抽 選 ）■ 申 し 込 み 方 法：H P
（www.ycam.jp）内に用意された申込フォームに
記入■応募要件：小学4年生以上■申し込み期限：
各回開催前日

産業観光バスツアー
【健脚コース】
「知られざる
『窯のまち小野田』」

山陽
小野田

会場／山口宇部空港集合ほか
宇部市沖宇部625

時間／8:30〜17:20
■ルート：旦の登り窯・瓶垣⇒松井製陶所⇒［昼食］
敦煌⇒日産化学㈱小野田工場⇒つねまつ菓子舗
（伝助）⇒山口ゆめ回廊博覧会Presentʼs「'21日
本のガラス展」巡回展。かつて全国の陶瓶製造数
量の7割を占め、製陶のまちとして栄えた歴史が残
る“小野田”。その繁栄を今に伝え、市内に唯一残る
登り窯と現在一社だけが操業を続ける製陶所を訪
ねるとともに、日本化学遺産に認定された塩酸吸収
塔を見学し、“窯のまち小野田”の歴史を探ります。
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また、中四国地方で初開催となる「'21日本のガラ
ス展」巡回展を地元在住のガラス作家による案内
付でお楽しみいただきます。■料金：1人10,800円
■定員：10人（最小催行人数10人）■申し込み方
法：HPまたは電話（㈱船鉄観光旅行社おのだサン
パーク店：0836-83-3275）※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。■申し込み期限：原則11月8日（月）
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
HP https://www.csr-tourism.jp/
□

11月23日（火・祝）
萩

重伝建選定
佐々並市10周年、
浜崎20周年、
堀内・平安古45周年
記念シンポジウム
「萩のまちなみ
これまで、
そしてこれから」

活躍する岩松了が書き下ろした新作舞台を上演し
ます。若手実力派俳優の勝地涼、仲野太賀を中心
に、舞台出演は5年ぶりとなる光石研など、男性ば
かり5名のキャストで贈る緊張感溢れる人間ドラ
マ。とある山間にある研究所を舞台に、その施設の
目的も知らずに門番として雇われている2人の若
者と、やはりその施設で雇われている年配の男の
交流を通して、
「いのち」の意味と男同士の「友情」
の真価を問う問題作です。■料金：全席指定【前売】
一般6,500円、any会員6,000円、25歳以下
3,500円【当日】一般7,000円、25歳以下4,000
円■応募要件：未就学児入場不可※託児サービス
あり
（有料）11月18日（木）までにチケットインフォ
メーションへ要申し込み■プレイガイド：山口情報芸
術センター、山口市民会館、ローソンチケット（L
コ ード：6 1 3 2 7 ）、チ ケット ぴ あ（ P コ ード：
508-204）
チケット購入・問い合わせ先／
山口市文化振興財団チケットインフォメーション
☎083-920-6111（10:00〜19:00、火曜休館）
HP https://www.ycfcp.or.jp/
□

場合があります。■料金：1人10,000円■定員：
20人（最小催行人数15人）■申し込み方法：HP
または電話（㈱船鉄観光旅行社おのだサンパーク
店：0836-83-3275）※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。
■申し込み期限：原則希望日の2週間前
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
HP https://www.csr-tourism.jp/
□

11月27日（土）〜12月31日（金）
山口

新山口イルミネーション
2021

会場／新山口駅北口駅前広場

山口市小郡令和1-1291-14

時間／17:00〜22:00
撮影：渡部孝弘

新山口駅北口駅前広場をイルミネーションで装飾
します。■料金：無料
問い合わせ先／新山口駅イルミネーション実行委員会
☎083-976-8588

会場／萩市総合福祉センター
多目的ホール
萩市大字江向510

11月26日（金）、12月3日（金）

時間／13:00〜16:00
萩市のまちなみが国の重要伝統的建造物群保存
地区に選定されて、佐々並市10周年、浜崎20周
年、堀内・平安古45周年を記念してシンポジウム
を開催します。重伝建地区のこれまでの取り組み
を振り返るとともに、歴史的まちなみの魅力やよさ
を再認識し、今後の町並み保存と活用の取り組み
について共に考えます。■料金：無料※申し込み方
法など詳しくはチラシやHPでご確認ください。
問い合わせ先／萩市文化財保護課
☎0838-25-3238

産業観光バスツアー 11月29日（月）
【健脚コース】
宇部 産業観光バスツアー
「役目を終えた
「『はやぶさ』
『 だいち2号』
自動車の行方と
模型見学とプラネタリウム
環境リサイクル・
星空鑑賞【NEW】」
バックヤードツアー」

美祢

会場／山口宇部空港集合ほか

会場／JR山口駅新幹線口集合ほか

時間／9:00〜16:50

時間／9:00〜17:20

■ルート：
（株）シーパーツ山口工場⇒秋吉台カル
ストロード【秋吉台車窓見学】⇒［昼食］秋吉台サ
ファリランド⇒秋吉台サファリランドバックヤード
ツアー⇒道の駅みとう
【買物】。(株)シーパーツで
は「新しいかたちで挑む自動車リサイクル」を紹
介、使用済自動車からどのようにして価値を生み
だすのか? IT化により徹底管理された工場と作業
の様子、そして自社開発の世界初タイヤ、ホイー
ル脱着産業用ロボットを見学できます。秋吉台サ
ファリランドでは園内の動物の排泄物から堆肥、
野菜作り、そして動物のエサとして再利用する
「環境リサイクル」の取り組みや「なぜ! 調教が必
要なの? 」など、動物たちのトレーナーについての
裏話など本ツアーでしかできない体験が可能で
す。※動物の体調などにより急遽内容を変更する

■ルート：超高温材料研究センター⇒山口県産業技
術センター⇒［昼食］ANAクラウンプラザホテル宇
部⇒UBE-i-Plaza（UBEグループ総合案内施設）
⇒宇部市勤労青少年会館（プラネタリウム）
【体験】
⇒宇部蒲鉾(株)【買物】」■料金：1人12,600円■
定員：10人（最小催行人数10人）■申し込み方法：
HPまたは電話（㈱船鉄観光旅行社おのだサン
パーク店：0836-83-3275）※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。■申し込み期限：11月15日（月）

宇部市沖宇部625-17

11月25日（木）
山口

M&Oplays
プロデュース
「いのち知らず」

会場／山口市民会館

山口市中央2-5-1

大ホール

時間／18:30〜（17:45開場）
■作・演出：岩松了、出演：勝地涼、仲野太賀、新名基
浩、岩松了、光石研。劇作家・演出家としてのみなら
ず俳優としても数々の映画やドラマ・舞台に出演し

山口市小郡令和1-2-1

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
HP https://www.csr-tourism.jp/
□
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