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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

12月31日（金）まで

11月20日（土）

津和野でオリジナルブレンドの
お茶を作ってみよう

はぎマルシェ

Pick Up

美祢 市
11月13日（土）

Pick Up

山口市

ジオフェス

11月20日（土）
〜23日（火・祝）

常栄寺雪舟庭紅葉ライトアップ

Pick Up

山陽小野田市
12月20日（月）まで

創立50年記念「'21 日本のガラス展」巡回展
〜日本の最新ガラスアートを俯瞰する〜

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
11月28日（日）〜2022年1月16日（日）まで

TOKIWAファンタジア2021

防府市
11月20日（土）、21日（日）

すごいぞ! 防府秋の大イベント
まちじゅうの笑顔、ここに集まれ!
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11月7日（日）
まで
山口

着物deおさんぽ

11月28日（日）
まで
山口

会場／山口市大殿地区

山口市まちじゅう
図書館シールラリー

着物を着てまち歩きや写真撮影をしませんか。着物
の着付け体験のほか、講談師神田京子さんとまち
歩き、カメラマンによる撮影会、着物交換会、各種
ワークショップ等を開催します。期間中、着物での
協賛店来店や、観光周遊一日乗車券のご利用で、
ノベルティやサービスを受けられます。
【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

山口市内16カ所のまちじゅう図書館で読書の秋
を楽しみませんか。まちじゅう図書館設置の店舗
を利用し、3店舗分のシールを集め、山口市立図
書館にゴールすると、まちじゅう図書館オリジナ
ルトートバッグを差し上げます。なくなり次第終了
です。詳しくは山口市立図書館ホームページでご
確認ください。

問い合わせ先／大路ロビー
☎083-920-9220
HP http://ojilobby.jp/
□

問い合わせ先／山口市立中央図書館
☎083-901-1040
HP http://www.lib-yama.jp/
□

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／山口市内まちじゅう図書館
各店舗

12月12日（日）
まで
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

11月28日（日）
まで
山口

重源の郷
紅葉びより

会場／重源の郷

11月7日（日）
まで
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

山口市徳地深谷1137

時間／9:30〜16:30
重源の郷の紅葉が見ごろのこの季節。土日祝は
ちょうげん汁やかに汁、焼き芋等の販売を行いま
す。■料金：大人520円、小中学生310円■休館
日：水曜
問い合わせ先／重源の郷
☎0835-52-1250
HP http://www.chogen.co.jp/
□

時間／9:00〜16:30

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/
□

12月20日（月）
まで
山陽
小野田

山口県文化財センターが令和元年度に県内各地で
行った発掘調査の成果を出土品や写真で解説した
企画展です。※新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、ご来館の際は、マスクの着用及び検温・手
指消毒にご協力をお願いします。また、状況により、
中止や変更となる場合があります。最新の情報は
市ホームページ等によりご確認ください。■観覧
料：無料■休館日：月曜、祝日

創立50年記念
「'21 日本のガラス展」巡回展
〜日本の最新ガラスアートを
俯瞰する〜

会場／不二輸送機ホール（小ホール）
山陽小野田市大字郡1754

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/hakkutusu2021.html

時間／9:00〜17:00

12月5日（日）
まで
防府

特別展「国宝」

会場／毛利博物館

防府市多々良1-15-1

日本ガラス工芸協会の主催で3年ごとに開催され
る「日本のガラス展」の巡回展を、山陽小野田市
で中四国地方初開催します。日本の最新ガラス
アートをこの機会にぜひ御鑑賞ください！■入場
料：500円（高校生以下無料）■休館日：第1・3火
曜、11月15日（作品入れ替えのため）
問い合わせ先／山陽小野田市文化スポーツ推進課
☎0836-82-1115

時間／9:00〜17:00
（入館は16：30まで）
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（博物館・庭園共通：大
人1,200円、小中学生600円※団体料金（20人
以上）はそれぞれの料金の10％引き）
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12月20日（月）
まで
山口

企画展「没後150年
大楽源太郎の生涯
〜玄瑞の友! 益次郎
暗殺の黒幕?〜」

萩・明倫学舎で「萩にゃん。カード」を入手し、各資
産5ヶ所に向かい、
「萩にゃん。カード」を提示する
と、
「世界遺産カード」がもらえます。カードを合計
6ヶ所分集めて、萩市観光協会または萩・明倫学
舎へ持参すると、記念品をプレゼントします。
問い合わせ先／萩市文化財保護課世界文化遺産室
☎0838-25-3835

会場／十朋亭維新館

山口市下竪小路112

時間／9:00〜17:00

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

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
□

12月24日（木）
まで

時間／9:00〜16:30

12月26日（日）
まで
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/
□

萩・世界遺産
カードラリー2021

会場／萩・明倫学舎、萩反射炉、
恵美須ヶ鼻造船所跡、
大板山たたら製鉄遺跡、
萩城下町
（萩城跡指月公園料金所）、
松下村塾
（松陰神社宝物殿 至誠館）

「あなたの好奇心」駅発 山頭火・中也・鷗外をめぐ
る文学の旅へ! 山口・島根ゆかりの文学者たち。俳
人・種田山頭火、詩人・中原中也、作家・森鷗外。
それぞれの故郷を巡り、彼らが息づく街並みや空
気をあじわいながら、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。オリジナルノベル
ティなどをもらおう! ■休館日：各施設による

12月26日（日）
まで
山口

萩

山口市湯田温泉1-11-21ほか

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

尊王攘夷の大義に生きながら、最期は同志によっ
て討たれねばならなかった志士・大楽源太郎の生
涯を、没後150年を機に、関連史料とともに振り
返ります。
【展示資料例】
「西山楼見取図」
（山口
大学図書館蔵）、
「西山塾則」
（防長尚武館蔵）、
「大村兵部大輔負傷事件」
（山口県立大学図書館
蔵）■展示室観覧料：高校生以上200円、小・中学
生100円■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／十朋亭維新館
☎083-902-1688
HP https://jippotei-ishinkan.jp/
□

会場／中原中也記念館、
小郡文化資料館、
山頭火ふるさと館、
森鷗外記念館

12月26日（日）
まで
12月26日（日）
まで
山口

山口ゆめ回廊博覧会
文学ラリー

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）
02

2021.11_Nov.
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

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■休業日：日曜
問い合わせ先／香味園上領茶舗
☎0856-72-0266

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

時間／10:00〜18:00
（常栄寺のみ終了時間が16:30）
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《LIFE̶ﬂuid,
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■休止日：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

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

山 口 市 内 2 1 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・営業時間は山口ゆめ回廊博覧会HPをご確認
ください。
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
□

2022年1月16日（日）まで
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日は年末年始休館
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
□

2022年1月30日（日）まで
山口

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

2022年1月30日（日）まで
山口

12月31日（金）
まで
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

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

会場／①YCAMサテライトA

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
□

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]
山口市中園町7-7
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2022年2月13日（日）まで
山口

2010年7月の記録的な豪雨で甚大な被害を受
け、全線不通となったJR美祢線は、今年9月に運
転再開から10年の節目を迎えました。これを機
に、将来の永きにわたり「マイレール」として愛さ
れ続けることを祈願し、スタンプラリーを実施しま
す。全駅＆乗車スタンプを全部集めた方には、豪
華記念品をプレゼントします。スタンプをすべて
集めたら、記念品配布場所へご持参ください。配
布場所：厚狭駅、長門市駅、美祢市役所（地域振興
課）※記念品はなくなり次第終了となります。記念
品交換期限：令和4年2月28日（日）

問い合わせ先／森鷗外記念館
☎0856-72-3210

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／9:00〜17:00
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
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430

問い合わせ先／
JR美祢線利用促進協議会（美祢市地域振興課）
☎0837-52-1128
HP http://www.jrminesen.com/
□
10th̲aniversary.html

2022年2月27日（日）まで
山口

セラム「クリクラボー
移動する教室」展

会場／山口情報芸術センター
［YCAM］ホワイエ
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、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
□

2022年2月27日（日）まで
津和野

森鷗外記念館
コレクション特別展

2022年3月13日（日）まで
防府

生誕100年記念
秋山巌原画展
拝啓山頭火さま

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
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：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/
□

会場／森鷗外記念館

島根県鹿足郡津和野町町田イ238

時間／9:00〜17:00

今回の展示では、鷗外が愛用していた印鑑を確認
できる印譜軸を公開します。印譜軸は、元津和野町
長の望月幸雄氏が昭和9年に鷗外の長男於菟氏に
依頼し、於菟氏筆の漢詩とともに譲り受けた後、軸
装したものです。その他、愛蔵品の明治文壇貼りこ
み屏風も同時に公開します。常設としていない品々
をぜひこの機会にご覧ください。■入館料：一般
600円、中高生400円、小学生250円■休館日：月
曜（月曜日が祝日の場合は翌日）

2022年2月28日（月）まで
美祢

豪華記念品がもらえる!
JR美祢線 駅印の旅

会場／JR美祢線

全12駅

通年、12月5日（日）
萩

第3回萩検定

会場／初級：自宅等
中級・上級：萩市総合福祉センター
萩市江向510
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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 5 0 0 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（ H P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 FAX 0838-25-3142
HP https://hagikentei.com
□

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

11月上旬〜
萩

萩八景遊覧船
桜紅葉観賞コース

会場／指月橋そば
萩市堀内

時間／9:00〜15:30
河添や江向地区の川土手に咲く、ソメイヨシノや
八重桜などの紅葉が楽しめる「桜紅葉観賞コー
ス」を運航します。■料金：大人1,200円、小学生
以下600円、3歳未満無料
問い合わせ先／萩八景遊覧船
☎0838-21-7708

2022年4月17日（日）まで
山口

企画展Ⅱ「雑誌「詩園」
―中也・山頭火と山口の
文学青年たち」

会場／中原中也記念館

山口市湯田温泉1-11-21

時間／9:00〜17:00
昭和13年、中原中也一周忌を前に、中也の詩を敬
愛する山口県内の若い文学青年たちが文芸同人誌
「詩園」を創刊しました。彼らは詩の創作に励みなが
ら、中也の顕彰活動を行っていました。また、当時山
口に住んでいた俳人・種田山頭火と交流し、山頭火
の句や文章も掲載しています。このたびは、山口県
立大学郷土文学資料センター協力のもと、戦時下
の山口の文学を支え、中也顕彰の先駆けともなった
雑誌「詩園」について紹介します。■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、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/
□

11月1日（月）〜2022年1月31日（月）
防府

重源上人生誕900年事業
重源ドライブスタンプラリー
ぐるっと まわって 重源 ワォ!

会場／①東大寺別院阿弥陀寺
防府市大字牟礼1869

②防府天満宮

防府市松崎町14-1

③周防国一宮玉祖神社

通年
萩

防府市大字大崎1690

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〜

④防府市文化財郷土資料館
防府市桑山2-1-1

⑤月輪寺薬師堂

山口市徳地上村572

防府と徳地に残る重源ゆかりの場所を巡り、重源と
防府のすごい! を感じるドライブスタンプラリーで
す。4か所以上巡ると、抽選で重源を連想させる防
府特産の豪華賞品が当たります。山口市徳地を巡
るドライブスタンプラリーと連動開催します。■参
加料：無料■申し込み方法：HP
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問い合わせ先／
重源上人生誕900年イベント推進協議会
☎0835-25-4547
HP http://agent.jafnavi.jp
□

11月3日（水・祝）
山口

国内オーケストラ
トッププレイヤーによる
音楽の祭典
〜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）

11月3日（水・祝）〜7日（日）
山口

第8回アートdeおもてなし

会場／山口市菜香亭

山口市天花1-2-7

時間／9:00〜17:00（最終日のみ16:00）

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：
【前売】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■応募要件：未
就学児入場不可■チケット販売所：窓口、電話、HP
（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 https://www.ycfcp.or.jp/event̲item.
□
php?page=337

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

11月6日（土）、13日（土）、27日（土）
山口

山口市紙芝居の会
定期上演

会場／湯田温泉観光回遊拠点施設
「狐の足あと」
山口市湯田温泉2-1-3

時間／16:00〜17:00
毎週土曜日、湯田温泉や山口の歴史が楽しく学べ
る紙芝居を狐の足あとで上演します。足湯とセット
でぜひお楽しみください。※11月20日(土)は除く
問い合わせ先／山口市紙芝居の会（松井）
☎090-1610-0306

11月7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

元料亭「菜香亭」で全館あげてアート展を行いま
す。山口県在住のアーティスト6人が菜香亭に大集
結! 様々なアートをお楽しみいただけます。展示と
併せて、販売も行います。日本の歴史が刻まれた
「菜香亭」でゆっくりと芸術の秋を楽しんでくださ
い。2021年山口市美術展覧会大賞受賞作「春はひ
そやかに……」、2020年下松市美術展覧会商工会
議所会頭賞「プロテア」展示予定です。また、作者
の阿部睿子さん、chihoさんの他の作品も展示予定
です。■料金：大広間のみ大人100円、小人50円
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
HP https://www.c-able.ne.jp/~saikou/
□
news/news-art2021.htm̲

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 0570-084-006
（Lコード：61729）

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

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

11月7日（日）
宇部

ときわ遊園地
「ぶちのりパスポート」

会場／アスピラート3階
音楽ホール

会場／ときわ遊園地（ときわ公園内）

時間／15:00開演（14:00開場）

時間／10:00〜17:00
（販売時間は15:00まで）

防府市戎町1-1-28

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

宇部市則貞3-4-1

遊園地の乗り物が1,000円で乗り放題! （一部機種
は対象外。天候等により運休となる機種がありま
す）■料金：チケット料金1,000円■定員：先着800
枚■チケット販売所：ときわ遊園地（ときわ公園内）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園企画課
☎0836-54-0551

06

2021.11_Nov.

11月7日（日）
萩

問い合わせ先／美祢市世界ジオパーク推進課
☎0837-63-0055

奇兵隊パレード

11月14日（日）

重源上人生誕900年事業
重源フォーラム
ほうふに“重”なる
わたしたちの史“源”

防府

会場／江戸屋横町〜晋作広場
〜菊屋横町
時間／10:30〜12:00

城下町に奇兵隊士が参上! 白壁となまこ壁の美し
い菊屋横町など城下町約1.3kmをパレードします。
途中、萩博物館と晋作広場にて奇兵隊士や萩にゃ
ん。と一緒に写真撮影ができます。■料金：無料

会場／防府市公会堂

防府市緑町1-9-1

時間／13:30（12:30開場）
〜16:00

問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139

11月9日（火）
〜14日（日）
防府

庭園整備事業完成・
一般公開10周年記念
英雲荘 夜間一般公開

会場／英雲荘

防府市お茶屋町10-21

時間／17:00〜20:00
（入館は19:30まで）
10年の歳月をかけた庭園整備の完成と一般公開
10周年を記念し、庭園をライトアップして夜間に
一般公開します。■入館料：大人310円、小中学
生150円
問い合わせ先／防府市文化財課
☎0835-25-2237

11月13日（土）、27日（土）
山口

開運! 西の京・山口、
風水パワスポ巡り

音楽と映像とトークで、重源の凄さや防府が誇る歴
史文化の深さに迫るフォーラムを開催します。世界
で活躍する防府市出身の箏奏者の山野安珠美さん
と牟礼中吹奏楽部のコラボなど見どころ満載のプ
ログラムです。■料金：無料■定員：1,300人
問い合わせ先／重源上人生誕900年イベント推進協議会
☎0835-25-4547

会場／大殿エリア
【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：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/
□

11月12日（金）〜14日（日）
山口

菜香亭市民ギャラリー
「小さな小さなモラの世界
〜山口にエールを〜」

11月17日（水）〜12月26日（日）

会場／山口市菜香亭

山口市天花1-2-7

時間／10:00〜17:00（最終日のみ16:00）

田村裕子さんらによるパナマの手芸品モラを約50
点展示します。
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
HP https://www.c-able.ne.jp/~saikou/news/
□
news-gya.html

11月13日（土）
美祢

ジオフェス

会場／Mine秋吉台ジオパークセンター
カルスター

美祢市秋芳町秋吉11237-862

時間／10:00〜16:00
ジオパークイベントを開催します。防災や大地の成
り立ちなどを、学び、楽しみながらジオパークにふ
れてみませんか? ■料金：無料（物品販売は有料）

企画展
「厚狭毛利家家臣の
ライフサイクル」

山陽
小野田

11月14日（日）
山口

れきみんミニ講座
「西郷家文書を考える」

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
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）■定員：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：11月13日
（土）■休館日：月曜日（休日の場合は翌平日）
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/
□

会場／山陽小野田歴史民俗資料館
山陽小野田市栄町9-21

時間／9:00〜16:30
当館所蔵の史料を用いた古文書展です。厚狭毛
利家家臣二歩俊祐が書き残した「二歩日記」を中
心に展示します。日記から彼の人生を読み解いて
いき、
「ライフサイクル」をみていくものです。今、
全ての人のたちの課題である「人生100年時代」
に対する生き方を、郷土の先人から学んでいきた
いと思います。■関連事業：
「学芸員によるギャラ
リートーク」11月20日（土曜日）13:30〜（30分
程度）※事前申し込み不要。時間までにお越しく
ださい。※開館時間は新型コロナウイルス感染拡
大状況により会期中でも変更になる場合がありま
す。※新型コロナウイルス対策を行っています。
入館前に資料館HPをご確認ください。■観覧料：
無料■休館日：月曜、祝日
問い合わせ先／山陽小野田市歴史民俗資料館
☎0836-83-5600

07

2021.11_Nov.

11月19日（金）〜23日（火・祝） 11月20日（土）
山口

まちなみアート
-my made 竪小路-

山口

会場／八坂神社ほか

山口市上竪小路100

時間／10:00〜17:00
大内文化薫る竪小路界隈を中心としたまちなみを
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でアート作品や生け花の展
示を行うほか、演劇・合唱などのステージ、ファッ
ションショーなど盛りだくさん。また、今年は竪小路
をイメージしたロゴも作り、竪小路ブランドのお香
やお菓子の販売、のれんの展示も行います。■料
金：無料
問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-2717
HP https://www.city.yamaguchi.lg.jp/
□
soshiki/23/108117.html

11月19日（金）〜23日（火・祝）
山陽
小野田

山陽オートレース
本場開催
GⅡ第32回
若獅子杯争奪戦

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

問い合わせ先／
「すごいぞ! 防府」秋季大規模イベント実行委員会
（（一社）防府観光コンベンション協会）
☎0835-25-2148

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。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：11月13日（土）
問い合わせ先／NPOあとう
☎083-956-2526
npo-ato@c-able.ne.jp

11月20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／11:00〜15:00

※少雨決行

萩のおいしい季節野菜や加工品など、農家さんの
おすすめが並びます。■11月のテーマ：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（萩市農政課）

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、11月19日（金）〜23日
（火・祝）に「第32回若獅子杯争奪戦」を開催! 新
進気鋭の若手選手が集結します。熱き戦いにご期
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.sanyoauto.jp/
□

11月19日（金）
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／14:00（13:45開場）〜
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：
「Ｅ.Ｔ.」■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/
□

11月20日（土）、21日（日）
防府

すごいぞ!
防府秋の大イベント
まちじゅうの笑顔、
ここに集まれ!

会場／防府天満宮〜
周防国分寺〜
旧毛利家本邸一帯
防府市松崎町14-1
防府市国分寺町2-67
防府市多々良1-15-1

東大寺別院阿弥陀寺

防府市大字牟礼1869
時間／10:00〜15:00

防府を代表する歴史観光スポット「防府天満宮」
「周防国分寺」
「旧毛利家本邸」一帯及び「東大
寺別院阿弥陀寺」で、アート、体験、マルシェ・食な
どの多彩なイベントを展開します。■料金：無料
（入館料等は別途必要）

11月20日（土）、12月5日（日）
山陽
小野田

しのぶ恋、せつない恋、
いちずな恋...大人の恋に
あふれる小倉百人一首で
「恋すてふかるた」
〜映画「ちはやふる」の
世界を体感〜
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会場／妙徳寺

山陽小野田市大字郡768

時間／13:00〜16:00
小倉百人一首“恋の歌”限定のかるたを、袴姿でぜ
ひ体験してみませんか? 競技かるたが初めての
方でも楽しめます♪ ■料金4,000円（袴レンタ
ル・着付料込）■定員：先着10人程度■申し込み
方法：電話■申し込み期限：希望日の10日前
問い合わせ先／山陽小野田市文化スポーツ推進課
☎0836-82-1115

11月20日（土）〜23日（火・祝）
山口

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 w i t h 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・小学生以下無料
問い合わせ先／常栄寺
☎083-922-2272
HP http://sesshu.jp/
□

第12回SOS健康フェスタは、
「ひと まち スマ
イル 新たな スタイルで つながりを!」という
テーマをもとに、感染対策に留意したうえでのイ
ベント、オンラインでの動画配信を行います。イベ
ントでは、医師会講演会、健康づくりに関する関
係団体による各ブース「健康・スマイル」からイ
メージする絵画、書道、川柳、標語コンクールの
表彰式等があります。ぜひ参加してください。■
医師会講演会（要予約）／①10:00〜11:00「コ
ロナ禍の今だからこそ、生きるを支える〜在宅医
療の現状〜」、講師：廣田勝弘（生協小野田診療所
所長）②14:00〜15:00「現代の子どもの問題〜
新型コロナ感染症や発達障害など〜」、講師：砂川
新平（すながわクリニック院長）※各回先着50
人。■その他／10:00〜15:00①マンカラ（おは
じきゲーム）※定員48人②施術（即緩法：腰痛緩
和）※無料体験、先着12人、13:00〜15:00①
ニュースポーツアジャタ(玉入れ）1チーム5人戦
の定員8チーム②キッズドクター体験（対象：小学
生 ）※ 定 員 2 4 人 ■ S O S 健 康 フェス タ 専 用
YouTubeにて動画配信：11月14日（日）〜30日
（火）※詳しくは市HPまたはかたつむりで行こう
会HPをご覧ください。■入場料：無料■申し込み
方法：電話、メール、来所のいずれか
問い合わせ先／SOSかたつむりで行こう会事務局
☎0836-71-1814
hokenc@city.sanyo-onoda.lg.jp

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21日（日）
22日（土）、23日（日）
山口
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（仮）

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」について学ぶオンラインワー
クショップです。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：HP（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
問い合わせ先／山口情報芸術センター[YCAM]
☎083-901-2222
HP www.ycam.jp
□

11月21日（日）

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）

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。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／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／13:30〜14:30
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／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001
HP http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/
□

11月21日（日）
山陽
小野田

第12回
SOS健康フェスタ

会場／厚狭地区複合施設
山陽小野田市鴨庄94

時間／10:00〜15:00

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
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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

11月23日（火・祝）

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」

萩

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

11月23日（火・祝）
山口

山口市男女共同参画
センターフェスティバル

会場／山口市民会館

山口市中央2-5-1

時間／13:00〜15:00
男女共同参画について理解していただくためのイ
ベントです。■増田明美氏講演会（録画映像配信）
「自分という人生の長距離ランナー」■入場料：無
料■定員：会場参加 先着100人、オンライン参
加 先着100人■申し込み方法：HPの申し込み
フォーム、メール、FAX、ハガキのいずれか(電話
不可、オンライン参加者は必ずメール）で、
〒住所、
氏名、電話番号、託児（生後6カ月〜未就学児）の
有無(子どもの名前、月齢、携帯番号）を明記■申
し込み期限：11月13日(土）■休館日：月曜、祝日
問い合わせ先／山口市男女共同参画センター
〒753-0074 山口市中央2-5-1
TEL/FAX083-934-2841
mw3kaku@c-able.ne.jp
HP https://www.y-djc.com/
□

山口

山口天神祭

会場／古熊神社から
山口市中心商店街
山口市古熊1-10-3

時間／13:00〜16:00

問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8155

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

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

11月27日（土）〜12月5日（日）
11月26日（金）〜28日（日）
山口

11月23日（火・祝）

山口宇部空港が舞台のイルミネーション。ターミナ
ルビル前のイルミネーションと併せて、館内の高さ
5mのクリスマスツリーもお楽しみいただけます。そ
の他：クリスマスツリー点灯時間は7：30〜20：30で
す。ただし航空機の運航状況により変更となる場合
があります。※クリスマスツリーは12月25日（土）
まで。

菜香亭市民ギャラリー
「山口漫画学校
生徒作品展示会」

会場／山口市菜香亭

山口市天花1-2-7

時間／10:00〜17:00
山口漫画学校の生徒の皆さんによる漫画やイラス
トなどの作品を約30点展示します。
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
HP https://www.c-able.ne.jp/~saikou/
□
news/news-gya.html

山口の三大まつりの一つに数えられている古熊
神社の秋祭りです。参勤交代を彷彿とさせる備立
行列を代表とする御神幸行列は、江戸時代の風
情を今に伝える歴史絵巻のようです。

瀬戸内デザイン
グランプリ2021
入賞作品展

防府

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／9:00〜17:00
山口県出身・在住の現役デザイナーによる山口県
の 小 中 高を対 象にしたポスターデ ザイン・プロ
ジェクト「瀬戸内デザイングランプリ」。6回目の
開 催となる今 年 のテーマは「 家 」のポスターで
す。ユニークで楽しい子供たちのアイデアによる
ポスターの入 賞 作 品をアスピラートで発 表しま
す。お楽しみに! ■入場料：無料■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

11月27日（土）

問い合わせ先／古熊神社
083-922-0881
HP https://www.furukumajinja.com/
□

11月26日（金）〜2022年1月6日（木）
宇部

エアポート・
イルミネーション

「健康で長生きする
まちづくりフォーラム
〜スマイルエイジング
in 山陽小野田」

山陽
小野田

会場／山口宇部空港

会場／山陽小野田市民館文化ホール

時間／17:00〜21:30

時間／12:00〜16:00

宇部市沖宇部625

山陽小野田市栄町9-25
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毎年好評いただいている「健康で長生きのまち
づくりフォーラム〜スマイルエイジング in 山陽小
野田〜」を2年振りに開催します。今回は日本基礎
老化化学会との共同主催で、老化についての研
究をされ て い る有 名 な 先 生 方を お 呼 びして 、
Withコロナ時代に笑顔で年を重ねる秘訣を教え
て い た だ けま す 。■ 対 象：山 口 県 民 ■ 講 演 ／
13:15〜「知っておきたい老化の仕組み」講師：清
水孝彦（国立長寿医療研究センタープロジェクト
リーダー）、
「健康長寿社会におけるメンタルヘル
ス」講師：中川伸（山口大学医学部精神科神経科・
高次脳機能病態学）、
「筋力アップを延ばす健康
寿命〜今からでも遅くない筋肉づくり〜」講師：町
田修一（順天堂大学大学院スポーツ健康学研究
科教授）、
「知っておきたい高齢者の免疫と栄養
の関係、健康長寿への道」講師：丸山光生（国立長
寿医療研究センタージェイロサイエンス研究セン
ター長・部長）■パネルディスカッション／テーマ
「Withコロナ時代の笑顔で年を重ねる秘訣を教
えます」○登壇者：清水孝彦、中川伸、町田修一、
丸山光生○コーディネーター：嶋本顕（日本基礎老
化学会）■骨密度測定・血管年齢測定（先着20人
ずつ、11月4日（木）から）■入場料：無料■定員：
先着210人■申し込み方法：電話、メール、来所
のいずれか
問い合わせ先／山陽小野田市健康増進課
☎0836-71-1815
hokenc@city.sanyo-onoda.lg.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
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

11月27日（土）〜2022年1月2日（日）
宇部

サンタクロスロード
2021

会場／中央街区公園

会場／万倉ふれあいセンター

宇部市大字西万倉字宮ノ下1672

有機野菜等のマルシェ、有機農業に関する講演会、
しめ縄作り体験、クイズラリー（景品あり）、パネル
展示（各団体の活動紹介）■料金：講演会（無料）、ク
イズラリー（無料）、しめ縄作り体験（300円・500
円）■定員：クイズラリー：先着100人、
しめ縄作り体
験：先着50人
問い合わせ先／宇部市農業振興課
☎0836-67-2819

11月28日（日）
美祢

会場／津和野町内
（津和野町日本遺産センター集合）

こどものための
音楽物語
「ピーターと狼」

会場／秋吉台国際芸術村
美祢市秋芳町秋吉50

島根県鹿足郡津和野町後田ロ253

問い合わせ先／津和野町日本遺産センター
☎0856-72-1901

第5回オーガニック
フェアうべ

宇部市の中心市街地が約10万球のイルミネーショ
ンで彩られます。芸術性の高い演出が人気で、音楽
に合わせて光のショーが繰り広げられる「 光の
ミュージカル」
（18時~22時）
を毎日開催します。※
11月27日（土）
〜2022年1月16日（日）には、平和
通り周辺でもイルミネーションイベントを開催予定
です。

日本遺産ガイドと歩く
秋の津和野路散策

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：11月20日（水）■休館日：月曜（月曜
が休日のときは翌日）

宇部

時間／10:00〜14:00

11月27日（土）

時間／13:00〜15:00
※少雨決行、荒天中止（当日9:00に判断）

11月28日（日）

時間／17:00〜24:00

問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8155

津和野

問い合わせ先／
あとうスロー・ツーリズム推進協議会（NPOあとう）
☎083-956-2526
npo-ato@c-able.ne.jp

時間／①11:00〜 ②14:00〜

11月28日（日）
山口

十種ヶ峰ヒルクライム

会場／十種ヶ峰ウッドパーク駐車場
（集合）
山口市阿東嘉年下11505-1

こども向け舞台作品「ピーターと狼」をピアノ・朗読・
オリジナルイラストを交えながら午前、午後の2部制
で上演します。午前の部はゆったり「ピーターと狼」
を、午後の部は「「ピーターと狼」と「ロメオとジュリ
エット
（抜粋）」をじっくりお聞きいただきます。■料
金：①一般500円、同伴の子ども無料②一般2,000
円、学生無料■申し込み方法：電話またはHP
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
HP https://aiav.jp/16748/
□

時間／9:30〜12:00
神角地域より十種ヶ峰を自転車で登るヒルクライ
ムイベントです。約8キロの上り坂を2部ポイント制
で走り順位を競います。1〜3位入賞者には「あと
う和牛」や「あとう米（新米）」などの豪華阿東特産
品をプレゼントします!! 一般参加者でも気軽に参
加できるヒルクライムイベントで十種ヶ峰の魅力を
楽しんでください。ゲストライダー（ヴィクトワール
広島）が参戦しますので、プロと一緒に走れるチャ
ンスです!! ※当日はヴィクトワール広島のユー
チューブ撮影があります。■料金：3,000円■定員：
アスリートの部 先着50人、ビギナーの部 先着
20人■申し込み方法：メール
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11/28（日）、12月4日（土）、5日（日）、
11日（土）、12日（日）、18日（土）、
19日（日）、24日（金）、25日（土）、26日（日）
宇部

問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8155

問い合わせ先／日本のクリスマスは山口から実行委員会
☎083-925-2300
HP http://www.xmas-city.jp/
□

イルミネーションバス

停車バス停：山口宇部空港、
ときわ公園正面、
常盤町二丁目、
宇部中央、宇部新川駅

時間／山口宇部空港発
17:10、18：40、20：10
宇部新川駅発
17：55、19：25、20：50

山口宇部空港から宇部新川駅までをつなぐ、期間限
定のイルミネーションラッピングバスを運行します。
イルミネーションバスの運転手はみんなが知ってい
るあの有名人・
・!? ■料金：バス運賃（区間により異
なる）
問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8155

11月28日（日）〜2022年1月16日（日）
宇部

ヒストリア宇部
ライトアップ

会場／ヒストリア宇部
（旧宇部銀行館）

宇部市新天町1-1-1

時間／18:00〜22:00

国の「近代化産業遺産」や市の「景観重要構造物」
にも指定されている村野藤吾氏設計のヒストリア宇
部（旧宇部銀行館）
をライトアップします。
問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8155

12月3日（金）
〜5日（日）
山口

山口芸能文化の彩
〜中世から未来へ

会場／山口市菜香亭

山口市天花1-2-7

時間／9:00〜17:00
（最終日16：00まで）
中世より山口に今も息づく芸能文化をご紹介しま
す。大内塗（中村民芸社・谷口漆香堂・木地師かね
こ）、徳地手すき和紙（千々松紙工・船瀬春香・市原
かずみ・松井久代）、鷺流狂言装束（山口鷺流狂言
保存会）、檜皮葺（ひわだや・佐々木綾子・沓野優
紀）、茶席（裏千家山口香尤会）、華道（華道家元池
坊山口西京支部）■料金：無料（大広間のみ大人
100円、小人50円）■茶席500円（土日のみ）■
12月5日（日）13時30分〜筑前琵琶特別演奏（寺
田蝶美）※要予約、料金：大人100円、小人50円
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
HP http://www.c-able.ne.jp/~saikou/
□

11月28日（日）〜2022年1月16日（日）
宇部

12月3日（金）

TOKIWA
ファンタジア2021

防府

会場／ときわ遊園地

宇部市則貞3-4-1

時間／18:00〜21:30（17:30開場）

宇部市の「ときわ公園」の冬を彩る、中国地方でも
トップクラスのイルミネーションイベント「TOKIWA
ファンタジア」。市民部門に加え、
「アート」な空間が
出現し、夜の遊園地がメディアアートの美術館へ変
わります! ■料金：
【1回券】前売券500円、当日券
700円、
【パスポート】1,000円※高校生以下無料
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉
手帳をお持ちの人及びそれに伴う付き添いの人1
人無料■チケット販売所：宇部観光コンベンション
協会、フジグラン宇部、ゆめタウン宇部、楠こもれび
の郷、ZOOべニア、ハワイアンリゾートカフェレオ
ラ、https://tokiwa-fantasia2021.com（公式サ
イト）※一部箇所では11月27日（土）
までの販売■
休園日：12月31日（金）、1月1日（土・祝）

12月1日（水）
〜31日（金）
山口

12月、山口市は
クリスマス市になる。

会場／山口市内各所

12月、山口市はクリスマス市になります。1552
（天文21）年12月9日、大内義隆はフランシスコ・
ザビエルの布教活動を寛容に受け入れ、日本で初
めての降誕祭（クリスマス）が山口で祝われたと伝
えられています。この歴史的史実をもとに「灯り」
や「音楽」、
「食」、その他のイベントを開催します。
歴史に抱かれた山口の街で、温故知新のメリーク
リスマス。

月いちキネマ
バリアフリー映画上映会

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／10:00（9:45開場）〜
日本語字幕と音声ガイド付きで、耳や目の不自由
な方にも楽しんでいただける上映会です。■上映
作品：
「おくりびと」■料金：無料■定員：先着15人
■申し込み方法：電話・FAX・メール・来館のいずれ
か■応募要件：障害者手帳をお持ちの方ご本人と
介護者1人※車イス利用可■申し込み開始日時：
11月15日（月）9:30〜■休館日：火曜（火曜日が
祝日の場合は翌平日）
問い合わせ先／防府図書館
☎0835-22-0780 FAX0835-22-9916
info＠library.hohu.yamaguchi.jp
HP https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
□
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12月4日（土）
山陽
小野田

問い合わせ先／新山口駅観光交流センター
☎083-902-0037

日本の夕陽百選の
夕陽を眺めながら
サンセットディナー
〜この日だけのちょっと
リッチな非日常体験〜

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／ソル・ポニエンテ

山陽小野田市大字小野田760

時間／17:00〜19:00（受付16:30〜）
日本の夕陽百選に認定されている「きららビーチ
焼野」の夕陽を眺めながら、海辺のおしゃれなレ
ストラン「ソル・ポニエンテ」の料理を堪能できま
す。地元の食材を使った、この日だけのコース料
理をお楽しみください! ■料金：6,500円■定員：
先着40人■申し込み方法：電話またはメール■申
し込み期限：11月26日（金）
問い合わせ先／山陽小野田市シティセールス課
☎0836-82-1151
kankou@city.sanyo-onoda.lg.jp

12月5日（日）
12月4日（土）
防府

トークショー
秋山巌とほうふ

会場／山頭火ふるさと館
ふるさと展示交流室
防府市宮市町5-13

時間／14:00〜
山頭火を版画で表現し続けた秋山巌の人生につ
いて、また秋山巌と防府の関係について、本人を
よく知る方々から貴重なお話を伺います。■料金：
無料■定員①来館：15人（先着順）、②オンライン
視聴：無し■申し込み方法：①来館：電話・FAX・メー
ルのいずれか、②オンライン視聴：メール■申し込
み期間：①来館：11月1日（月）〜27日（土）、②オ
ンライン視聴：11月1日（月）〜12月3日（金）午後
6時■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 FAX0835-28-3113
info@hofu-santoka.jp
HP https://hofu-santoka.jp/
□

12月4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

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 5 0 0 円（ 計
2,500円）■定員：2〜15人■申し込み方法：電話
■申し込み期限：11月27日（土）

12月4日（土）
山口

sound tectonics #25：
VERNACULAR VIBES

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／19:30〜21:30
サウンドアートや音楽など音に関する異なる領域か
ら、新しい聴取体験を提供するライブコンサートシ
リーズ「sound
tectonics（サウンド・テクトニク
ス）」の第25弾です。今回は日用品など身の回りに
溢れたさまざまな要素から音楽も含めたサウンドを
生み出すことをテーマに、エレクトロニコス・ファン
タスティコス! とサビナ・アンの2組によるパフォー
マンスを披露します。■料金：
［前売券］一般：2,500
円、any会員：2,000円※特別割引：高校生以下：
2,000円［当日券一律：3,000円※特別割引:シニ
ア（65歳以上）、障がいを持つ方及び同行の介護
者1人■参加対象：中学生以上■チケット販売所：電
話・HP（www.ycfcp.or.jp）
・窓口のいずれか

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

12月10日（金）〜12日（日）
山口

やまぐち×ロヴァニエミ
デザインウィーク2021

会場／山口市産業交流拠点施設
「KDDI維新ホール」ほか
時間／10:00〜17:00
（最終日は16:00まで）

山口市とフィンランド・ロヴァニエミ市の観光交流
パートナーシップ協定締結から5周年を記念し、両
都市のアーティストや大学、企業等と連携し、
「デ
ザイン」と「ライフ」をテーマとした「やまぐち×ロ
ヴァニエミ デザインウィーク2021」を開催しま
す。両都市によるサスティナブルなライフデザイン
が体感できる3日間。ここ山口市から次世代の地方
都市ならではの豊かな暮らしを提案していきます。
会場では、ミナ ペルホネンデザイナーの皆川明さ
んや天津憂さんの講演会や、シンポジウム、フィン
ランドデザイナーによる展示や、先進企業によるサ
スティナブルな取組の展示、フィンランドと日本の
サスティナブルな暮らしをテーマとした家具や雑貨
等の展示販売などを実施します。そのほかにも、各
種ワークショップやLOVOT体験会を開催します。
■料金：無料※一部ワークショップについては参加
費が必要。■定員：
１Fメインホールについては入場
制限をかける可能性があります。※講演やシンポジ
ウム、ワークショップなど一部イベントについては
事前申し込みが必要です。詳しくは山口市ウェブサ
イトを参照ください。
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問い合わせ先／
やまぐち×ロヴァニエミ デザインウィーク実行委員会事務局
☎083-934-2717

12月17日（金）〜19日（日）
山口

大内の灯in雪舟庭

会場／常栄寺雪舟庭

山口市宮野下2001-1
時間／17:30〜20:30(最終入場は20:00)
大内文化を伝える常栄寺雪舟庭。幻想的な灯りで
山口のクリスマスをお楽しみください。■料金：中
学生以上300円（小学生以下無料）

会場／防府市内公認
防府読売マラソンコース
防府市大字浜方174-1
時間／12:02〜16:02

「新人の登竜門」として多くの名選手を生んだ本大
会は今回52回目を迎えます。十分な新型コロナウ
イルス感染症対策を実施し、開催いたします。
問い合わせ先／防府市文化・スポーツ課
☎0835-25-2274
HP http://hofu-yomiuri.jp/
□

問い合わせ先／山口観光コンベンション協会
☎083-933-0088
HP http://yamaguchi-city.jp/
□

12月10日（金）〜12日（日）
山口

12月19日（日）

クリスマスライトアップ
冬の菜香亭夜間
特別開館開催

防府

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

会場／山口市菜香亭

山口市天花1-2-7
時間／17:00〜21:00（最終受付20:30）

時間／14:30〜15:30

山口市菜香亭は最も華やかであった昭和11年当
時の姿を現在に残しています。栄華を彷彿とさせ
る佇まいをライトアップにより浮かび上がらせま
す。また、3日間限定で夜の見学会を開催します。
お膳が並ぶ大広間等、料亭気分が味わえます。■
料金：大広間入館料として大人100円、小人50円

12月19日（日）

問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
HP http://www.c-able.ne.jp/~saikou/
□

会場／山口市歴史民俗資料館

12月11日（土）
山口

山口市人権ふれあい
フェスティバル

会場／山口南総合センター
山口市名田島1218-1
時間／10:00〜15:30

市民一人ひとりが人権を尊重するまちの実現をめ
ざし、人権問題を身近に考える機会として、
「山口
市人権ふれあいフェスティバルを開催します。■家
田荘子氏講演会「一緒に生きて行こう〜あなたの
愛を求めています〜」14:00〜15:30■人権啓発
ポスター児童生徒作品等表彰■ワークショップ（ク
リスマスカードの作成）10:15〜11:45、13:15〜
14:45■キッチンカーの出店10:30〜15:30■参
加 料：無 料 ■ 定 員：講 演 会・式 典 1 8 0 人 、ワーク
ショップ各回30人■申し込み方法：電話・FAX・メー
ル・はがき・チラシ等に掲載のQRコードのいずれか
で、参加される方の氏名・住所・電話番号・参加希望
の講演・ワークショップを記載してお申し込みくだ
さい。■応募要件：ワークショップは小中学生■申
し込み期限：11月26日（金）
問い合わせ先／
山口市人権推進課
〒753-8650 山口市亀山町2-1
☎083-934-2767 FAX083-934-2867
jinken@city.yamaguchi.lg.jp

クリスマスおはなし会

山口

れきみんファミリーデー!

山口市春日町5-1
時間／①10:00〜12:00
②13:00〜15:00

防府図書館職員による、いつもよりちょっぴりスペ
シャルなおはなし会です。絵本の読み聞かせ、手遊
び、パネルシアターの他、クリスマス飾りを作る簡単
な工作もあります。■料金：無料■定員：先着15人■
申し込み方法：電話または来館■応募要件：幼児から
小学校低学年くらいまでのお子さんとその保護者■
申し込み開始日時：11月28日（日）9:30〜■休館日：
火曜（火曜が祝日の場合は翌平日）
問い合わせ先／防府図書館
☎0835-22-0780
HP https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
□

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。12月19日（日）凧（たこ）づくり■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/
□

12月24日（金）〜2022年1月10日（月・祝)
防府

スポット展
「走る! 鉄道模型展」

会場／防府市青少年科学館（ソラール）

12月19日（日）
防府

第52回防府読売
マラソン大会（兼）
ジャパンマラソン
チャンピオンシップ
シリーズ（兼）
第22回日本視覚障がい
女子マラソン選手権大会

防府市寿町6-41

時間／9:30〜17:00（入館は16:30まで）
昭和初期から平成の半ばにかけて活躍していた列
車が、鉄道模型（1/80サイズ）となって走ります。
特別急行「つばめ」、寝台特急「あさかぜ」
「トワイ
ライトエクスプレス」などが登場します。今年は、日
本近代化を支えてきた貨物列車も新たに加わりま
す。■入館料：高校生以上510円、小中学生200
円、幼児無料※割引等適用対象：団体（20人以
上）、障がい者手帳をお持ちの方とその介護者、防
府市文化振興財団会員■休館日：月曜（祝日の場合
は翌平日）、12月29日〜1月3日は年末年始休館
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
□
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