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山口県央連携都市圏域イベント情報

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。

なな  し  まち

P i c k  U p

P i c k  U p

P i c k  U p

美祢市
ガムラン公演「花のみち」
～マルガサリの秋吉台～ 

5月28日（土）

山陽小野田市

第40回
サイエンス・
カフェ

5月14日（土）

萩市

萩焼まつり

5月1日（日）～
5日（木・祝）

津和野町

ボッチャ体験イベント
5月28日（土）

山口市

野外劇 串田和美
「月夜のファウスト」

5月20日（金）

防府市

佐波川こいながし
5月3日（火・祝）～5日（木・祝）

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
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宇部市

まちじゅう
エヴァンゲリオン
「海洋堂
 エヴァンゲリオン
 フィギュアワールド」 

5月8日（日）まで
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問い合わせ先／宇部市地域ブランド推進課
☎0836-34-8372
□HP  https://contents-tourism.com/gourmet-fair

会場／宇部市内各所
時間／各店舗の営業時間に準ずる
宇部市内の飲食店等で、地元食材を使用したエ
ヴァンゲリオンに関連したメニューを提供するグル
メフェアを開催します。あわせて、オリジナルグッ
ズがもらえるスタンプラリーも実施!

宇部

5月8日（日)まで
まちじゅう
エヴァンゲリオン
「まちじゅうグルメフェア」

会場／防府天満宮
           防府市松崎町14-1

防府 防府天満宮
大石段花回廊

5月5日（木・祝）まで

花回廊は、防府の春のシンボルとして有名です。
県立農業大学校や地元の中学校で育てられた
花々を並べて、防府天満宮の大石段を彩ります。
■料金：無料

問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
□HP  http://www.hofutenmangu.or.jp/

ときわミュージアムのフロアをプリザーブドフラ
ワーなどで鮮やかに彩ります。■料金：無料（入館料
は別途必要）■休館日：火曜（5/4を除く）

問い合わせ先／
ときわミュージアム　ときわ公園課　世界を旅する植物館係
☎0836-37-2888
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

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

宇部

5月8日（日）まで
プリザーブド
フラワー展

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／ときわミュージアム
　　　イベントホール
           宇部市野中3-4-29

時間／9:30～17:00
海洋堂フィギュアミュージアム黒壁と連携した、エ
ヴァンゲリオンのジオラマ及びヒューマンスケー
ルを含むフィギュアを展示します。期間限定グッズ
ショップも同時開催します。■料金：200円（1人）
■休館日：火曜

宇部

5月8日（日）まで
まちじゅうエヴァンゲリオン
「海洋堂エヴァンゲリオン
フィギュアワールド」

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／ときわ動物園体験
　　　学習館モンスタ
           宇部市則貞3-4-1

時間／9:30～17:00
至高の名作が大集合! ■休館日：火曜（5/4を除く）

宇部

5月8日（日）まで
海洋堂
ネイチャーワールドin
ときわ公園

会場／アスピラート
　　　2階　展示ホール
           防府市戎町1-1-28 笑顔満開通り

防府

5月8日（日）まで
企画展
「中村佑介展」 

時間／10:00～17:00
　　　（9:45開場、入場は16:30まで）
ブックデザインやCDジャケットでおなじみの大人
気イラストレーター中村佑介の大規模展覧会! 
475点と、過去最大の展示数です。会期中には
ASIAN KUNG-FU GENERATIONのボーカル
後藤正文氏とのトークショー＆ソロライブや、オリ
ジナルグッズの販売も! 中村佑介というイラスト
レーターの軌跡を、ぜひ目撃してください。■入
場料：一般800円（750円）、グッズ付き1,100円
（1,050円）、学生500円（450円）、グッズ付き
800円（750円）、小学生以下無料※（　）内は前
売価格。※学生の場合、入場時要学生証。※小学
生以下のお子様の場合は保護者ご同伴ください。
※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）■前売券取扱：防府市公会堂、
ローソンチケット（アスピラートでは当日券のみ取
扱）■休館日：火曜（5/3（火・祝）は開館、5/6
（金）は振替休館）
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/
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山頭火が其中庵で過ごした6年間に、たびたび訪
れた小郡農学校とそこでの交友録について、当館
初公開の資料と併せて、農学校の懐かしの資料を
展示します。※ギャラリートーク：5月3日（火・祝）
「農学校について」14時～（30分程度）■入館料：
無料■休館日：月曜（休日の場合は翌平日）
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/

会場／山口市小郡文化資料館 
          山口市小郡下郷609-3 

山口

5月22日（日）まで 
企画展
「山頭火と小郡農学校」

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

令和元年度から令和3年度までに新たに収蔵した
資料を展示して紹介します。■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）

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

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

5月22日（日）まで
新収蔵資料展
令和元年度～
令和3年度

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

時間／9:00～17:00

会場／萩市大井公民館
           萩市大井1404

5月22日（日）まで
萩 令和4年度
埋蔵文化財公開普及
事業「発掘された山口」
―山口県埋蔵文化財
センター巡回展―

県民を対象に郷土山口から発掘された出土品を展
示･公開します。展示は令和3年度に県内で発掘調
査された主要な遺跡の出土品と、昭和55年の山
口県埋蔵文化財センター開館以降、県内で発掘調
査された約280遺跡のうち9遺跡を選定し、代表
的な出土品を展示するプレイバックまいぶんの2
種類あります。また、開催期間中、山口県埋蔵文化
財センター職員を講師とした記念講演会及びギャ
ラリートークを開催します。■料金：無料 
問い合わせ先／萩市商工観光部文化財保護課
☎0838-25-3654　

会場／毛利博物館
           防府市多々良1丁目15-1 

防府

5月29日（日）まで 
毛利博物館企画展
「大江広元―鎌倉殿を
支えた毛利氏の祖―」

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）
毛利家の祖は、鎌倉幕府の草創期に源頼朝を支
え、北条氏に終始協力した大江広元でした。大江
氏ゆかりの品々から、祖先広元を毛利氏がどうと
らえたか、その具体像を探ります。■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/

問い合わせ先／
ときわミュージアム　ときわ公園課　世界を旅する植物館係
☎0836-37-2888
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

会場／世界を旅する植物館
          宇部市野中3-4-29

時間／9:30～17:00
　　　（入館は16:30まで）
世界を旅する植物館内や周辺で、さまざまなバラ
を展示しています。■料金：無料（入館料は別途必
要）■休館日：火曜（5/4を除く）、5/9

宇部

5月29日（日）まで
バラ旅
～Rose journey~

山口市菜香亭には伊藤博文・井上馨・山県有朋・佐
藤栄作など多くの政治家の扁額があります。政治
家、特に大臣になった者の多くは花押を持ってお
り、それは今なお続いています。今回、菜香亭を訪
れた人物の花押についての展示を行います。
※ギャラリートーク：5月3日（火・祝）・15日（日）・28
日（土）・29日（日）各日14時半～（30分程度）
※ワークショップ：5月14日（土）「花押作りません
か？～あなただけの花押～」①10時半～②14時～
（各回10人、参加料500円）■料金：大人100円、
小人50円■休館日：火曜（休日の場合は翌平日）

問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  https://saikoutei.jp/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

5月30日（月）まで 
企画展
「菜香亭に集いし人の花押」

時間／9:00～17:00

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

6月7日（火）まで
常設展示特設コーナー
「10分でわかる
山陽小野田市の歴史」 

山陽小野田市の歴史や文化財の特徴を短時間で
学べるよう、コンパクトにまとめた展示です。わかり
やすくテーマごとにコーナーを分け、どのコーナー
からでも、興味あるコーナーだけでも観覧できま
す。この展示会を機会に、山陽小野田市の歴史や
文化に触れてみませんか。※開館時間は新型コロ
ナウイルス感染症拡大状況により会期中でも変更
になる場合があります。■観覧料：無料■休館日：月
曜、祝日

山陽
小野田

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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問い合わせ先／安野光雅美術館
☎0856-72-4155

安野さんの代表作「旅の絵本」シリーズの10冊目、
「旅の絵本Ⅹ」の刊行にあわせて原画を初公開しま
す。安野さんの遺作ともいえる本作では、舞台であ
るオランダの美しい風景が描かれています。地域
の街並みや自然、オランダ出身の画家たちの作品
をモチーフにした場面も盛り込まれ、安野さんなら
ではの機知に富んだ世界が広がります。40年以上
も安野さんのライフワークであったシリーズの最終
幕、ぜひともご覧ください。■入館料：一般800円、
中高生400円、小学生250円■休館日：木曜（祝日
は除く）

会場／安野光雅美術館
　　　島根県鹿足郡津和野町後田イ60-1

津和野

6月8日（水）まで
人々の暮らしの詰まった
「旅の絵本」展　第1期

時間／9:00～17:00

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

会場／萩博物館
　　　人と自然の展示室
           萩市堀内355

6月19日（日）まで 
萩 特集展示
「川上地域の山樵用具」

阿武川歴史民俗資料館に収蔵された萩市川上地
域の山仕事道具を紹介します。阿武川ダム建設に
伴って水没した地域の暮らしの一部を民俗資料か
ら振り返ります。■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：6月8日（水）～6月10日（金）

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

技術が詰め込まれた様々な衣類に宿る「美しさ」
を通じて、現代の衣生活を見つめ直します。【ギャ
ラリートーク】5月22日（日）、6月11日（土）各日
14:00～、先着15人■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：6月8日（水）～
6月10日（金）

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

先人たちは限られた衣料を長く使い続けるために
布を補強・修繕・再利用する術を編み出してきまし
た。繕いながら着続けられた衣服の中には仕立て
られてから役目を終えるまで百年を超えるものが
あったとされます。使い古した木綿布を裂いて糸
の代用とした「裂織（さきおり）」など先人たちの

会場／萩博物館　企画展示室
           萩市堀内355

6月19日（日）まで
萩 特別展「百年の布～
美しき襤褸の世界～」

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

問い合わせ先／宇部市文化振興課
☎0836-34-8562
□HP  https://ubebiennale.com/sculptures/29th-2022

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
2022年秋にUBEビエンナーレ彫刻の丘を彩る
野外彫刻の10分の1サイズの模型作品15点を
展示します。■休館日：火曜

宇部

6月19日（日）まで
第29回
UBEビエンナーレ
実物制作指定作品
紹介展

醤油醸造業を営み、維新の志士たちを支援した豪
商・萬代家の6代目当主・利七の生涯を、伊藤博文
たちとの交友をふまえながら紹介します。【展示資
料例】「伊藤博文・井上馨寄書大杓子」「沙汰書（小
隊鼓手御雇に付褒美）」「山口町会議員選挙当選
通知書」「山口電燈株式会社株主総会決議録」■
展示室観覧料：大人（高校生以上）：200円、小人
（小・中学生）100円■休館日：火曜（祝日の場合は
開館、翌平日振替休館）

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112

山口

7月4日（月）まで
企画展
「伊藤博文から
大杓子を贈られた男
萬代利七、幕末明治を
駆け抜ける!」

時間／9:00～17:00
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会場／文化財郷土資料館
           防府市桑山2-1-1

防府

10月2日（日）まで
企画展
「源平から鎌倉へ
～そのとき防府は～」 

時間／9:30～17:00
　　　（入館は16:30まで）
源平から鎌倉への転換期にスポットを当てた展示
を行い、激動の時代に防府が果たした重要な役割
を紹介します。■料金：無料■休館日：月曜（祝日
の場合はその翌日）

問い合わせ先／防府市文化財課
☎0835-25-2237
□HP  https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
soshiki/40/

会場／防府市青少年科学館
　　　（ソラール） 
           防府市寿町6-41

防府

7月10日（日）まで
特別展
「ぐるぐるミュージアム
～まわる、うごく!
歯車のチカラ★～」

時間／9:30～17:00
　　　（入館は16:30まで）
身近でありながらあまり触れることのない「歯車」
や「ベアリング」の仕組みを、遊びながら体験して
もらうことで、「ものづくり」や「技術」に興味を
もっていただくことを目的に開催します。からくり
作家制作の歯車などを利用したからくり作品の実
物資料や、「ベアリング」の歴史や性能などをパネ
ル・体験展示で紹介する、「回転」をテーマにした
特別展（巡回展示）です。■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）

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

旅する俳人として知られている種田山頭火は、大
正15年～昭和7年9月までは“旅を住みか”とし、昭
和7年9月から昭和15年10月に亡くなるまでは庵
を構えて暮らしました。そのような生活の中で山頭
火はどのような身支度で過ごし、どのような食生活
をしていたのでしょうか。庵ではどのような暮らしを
していたのでしょうか。今回は、前期には「衣」
「食」、後期には「住」とテーマを分け、旅の時代と
庵住生活の時代それぞれの句や日記等から、生活
する一人の人間としての山頭火をご紹介します。山
頭火の日々の営みをのぞいてみませんか。■入館
料：無料■休館日：火曜（火曜が祝日の場合は翌平
日)、6月13日（月）～16日（木）

問い合わせ先／山頭火ふるさと館
☎0835-28-3107
□HP  https://hofu-santoka.jp/

会場／山頭火ふるさと館
　　　特別展示室
          防府市宮市町5-13 

防府

8月28日（日）まで
企画展
「山頭火と衣食住」

時間／10:00～18:00

11月27日（日）まで 
萩 萩・明倫学舎幕末
ミュージアム企画展
「海外の絵入り新聞
に見る幕末維新」

時間／9:00～17:00

会場／萩・明倫学舎
           萩市大字江向602

萩・明倫学舎の幕末ミュージアムでは、個人収集家
の小川忠文氏から萩市に寄贈された約6,000件に
ものぼる近世の科学技術史資料「おがわ是苦集」
のうち、約600件を常時展示公開しています。本
年は開館5周年を迎えることを記念して、幕末
ミュージアムならではの企画展を開催します。イラ
ストレイテッド・ロンドン・ニュースをはじめとする絵
入り新聞をもとに、海外から見た幕末維新期の日
本と長州の様子を探ります。■入館料：一般300
円、高校生200円、小・中学生100円

問い合わせ先／萩・明倫学舎推進課
☎0838-21-2018
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/site/
meiringakusha/

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

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

中原中也は読書家でした。中也の本棚にはどんな
本が並んでいたのでしょうか? 中也は高橋新吉、
佐藤春夫、宮沢賢治などを愛読し、詩のほかにも
幅広いジャンルの本を読んでいました。本展で
は、中也が読んだ本、中也による書評などを通じ、
中也が受けた文学的影響や同時代の文学につい
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

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

2023年2月12日（日）まで
テーマ展示
「中也の本棚
̶日本文学篇」

時間／9:00～17:00（11月～4月）
　　　9:00～18:00（5月～10月）
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認知症の母親と耳の遠い父親の暮らしを、ひとり
娘である信友直子監督が自身の視点で丹念に映し
出し、日本中を深い感動で包み込んだドキュメンタ
リー映画「ぼけますから、よろしくお願いします。」
（2018年公開）。今回、4年の期間を経て、待望の
続編が完成しました。公開を記念し、信友直子監督
をお迎えしたトークイベントを行います。老いと向
き合うことについて、お話いただき、鑑賞者と共に
考えるイベントです。■料金：無料※映画鑑賞料金
は別途必要（当日券のみ）：一般1,300円、any会
員、65歳以上、25歳未満、障がい者および同行の
介助者1,000円■定員：100人■映画鑑賞チケッ
ト販売所：山口情報芸術センター2F　スタジオC
問い合わせ先／山口情報芸術センター[YCAM]
☎083-901-2222
□HP  https://www.ycam.jp/cinema/

会場／山口情報芸術センター
　　　スタジオC
          山口市中園町7-7

山口

①5月1日（日）、②2日（月）
「ぼけますから、
よろしくお願いします。
～おかえり おかあさん～」
公開記念トークイベント 

時間／①16:25～17:15
　　　②12：15～12：55

時間／各店舗の営業時間に準ずる

会場／萩市内各店舗・窯元（協賛店）、
　　　萩市民館小ホール

5月1日（日）～5日（木・祝）
萩 萩焼まつり

「萩焼まつり」は、萩市内の窯元や小売店の選りす
ぐりの萩焼の買い物が楽しめるゴールデンウィーク
の恒例イベントです。今年は、各店舗・萩市民館小
ホールを会場とし、萩のまちを巡りながら自分好み
の萩焼探しが楽しめます。また、5月の1か月間は同
時に「オンライン販売」も開催します。

問い合わせ先／萩焼まつり実行委員会
☎0838-25-3333
□HP  https://hagicci.or.jp/hagiyakimaturi/

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

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

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7 

山口

5月1日（日）、6月5日（日）
おいでマルシェ

時間／9:00～15:00

会場／防府市奈美中央橋

防府

5月3日（火・祝）～5日（木・祝）
佐波川こいながし

こいのぼりが佐波川の水中を泳ぐ、爽快な風景が
楽しめます。河川敷では、こいのぼりを手に走っ
て泳がす「こいのぼりの舞」が体験できます。■
観覧料：無料

問い合わせ先／佐波川こいながし実行委員会（田頭）
☎090-2004-8194

時間／9:00～16:00
　　　（雨天時は翌日に延期）

会場／萩市堀内地区
　　　（受付：素水園または天樹院）

5月3日（火・祝）
萩 第5回
「城下町萩・堀内散策」

萩市堀内伝建地区の主要観光スポットで地区住
民から説明を受けながら、まち歩きを行うイベント
です。スタート地点は素水園または天樹院から選
ぶことができ、自分のペースでのんびり散策でき
ます。スタンプラリーも実施します。■料金：無料

問い合わせ先／萩市文化財保護課
☎0838-25-3238

問い合わせ先／宇部市ときわ動物園
☎0836-21-3541

会場／ときわ動物園
          宇部市則貞3-4-1

ふだんは見ることができない開園前に動物が寝室
から出てくる様子をご覧いただけます。■料金：100
円（入園料は別途必要）■定員：10人（当日先着）

宇部

5月1日（日）、15日（日）
おはよう! 動物ガイド

時間／9:15～9:30 
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時間／10:00～15:00
　　　※献茶式9：30～ 

会場／花江茶亭（萩城跡指月公園）、
　　　梨羽家茶室、
　　　旧厚狭毛利家屋敷長屋
          萩市堀内1-1  

5月3日（火・祝）
萩 萩・大茶会

「萩・大茶会」では、萩焼とともに古くから親しまれて
いる“茶の湯文化”に触れることができます。市内流
派が、緑美しい指月公園を舞台にお茶席を設けま
す。青葉が薫る毛利の居城 萩城跡などを舞台に、
お抹茶の接待が行われます。■料金：1服500円

問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  https://www.hagishi.com/search/
detail.php?d=900014

会場／アスピラート 3階
　　　音楽ホール
           防府市戎町1-1-28
           笑顔満開通り

防府

5月3日（火・祝）
「中村佑介展」
関連イベント
中村佑介×後藤正文
トークショー＆
後藤正文ソロライブ

時間／13:00～（12:15開場）

第一部は、中村佑介と「ASIAN　KUNG-FU　
GENERATION」の後藤正文を迎えてのトーク
ショー。アジカンニューアルバム（2022年3月末発
売）の話から二人のデビューから現在までの様々な
裏話に乞うご期待。第二部は後藤正文によるア
コースティックライブを開催します。圧巻のライブ
にご期待ください。■料金：全席指定4,400円（税
込）※「中村佑介展」の入場券付き。※当日同額※
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、ローソンチケット（Ｌコード：62549）

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/

会場／佐波川本橋河川敷

防府

5月4日（水・祝）、5日（木・祝）
佐波川こいわたし

防府市の一級河川「佐波川」の川越しに、こいの
ぼりを吊り上げ、悠々と佐波川の上空を泳ぎま
す。■観覧料：無料

問い合わせ先／佐波川こいわたし実行委員会
☎0835-25-2429

時間／10:30～12:00 
会場／萩城下町

5月5日（木・祝）
萩 奇兵隊パレード

観光客の皆さまへの“おもてなし”の一環として、
明治維新の原動力であった奇兵隊のパレードを、
萩城城下町（江戸屋横町、菊屋横町）で開催しま
す。■定員：20人程度（先着順）■持参品：黒色の
靴、ベルト

問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139

問い合わせ先／宇部市ときわ動物園
☎0836-21-3541

ときわ動物園の多々良園長が園内を散策しながら
見どころをガイドします。■料金：無料（入園料は別
途必要）■定員：10人（当日先着）9：30～動物園
入口で受付

時間／①9:35～10:20
　　　②13:00～13:45

会場／ときわ動物園
　　　（動物園入口集合）
           宇部市則貞3-4-1

宇部

①5月8日（日）、②22日（日）

ときわ動物園
園長とさんぽ 問い合わせ先／森鷗外記念館

☎0856-72-3210

明治から大正にかけて数多くの作品を生み出した
鷗外。その作品たちは、明治・大正・昭和・平成のそ
れぞれの時代で親しまれ、そして今日まで読み継が
れてきました。今回の企画展では、広く読み継がれ
てきた鷗外作品の数々を紹介します。鷗外没後
100年を迎える今年、鷗外作品にふれてみません
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／森鷗外記念館
　　　島根県鹿足郡津和野町町田イ238

津和野

5月10日（火）～9月11日（日）
読み継がれてきたもの
～鷗外から
生まれ出た物語～

時間／9:00～17:00

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。
5月8日（日）昔のミシン、6月19日（日）昔のあそび
■料金：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
          山口市春日町5-1

山口

5月8日（日）、6月19日（日）
れきみん
ファミリーデー! 

時間／①10:00～12:00
　　　②13:00～15:00
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山口

5月12日（木）
「水俣曼荼羅」
公開記念
トークイベント

会場／山口情報芸術センター
　　　スタジオC
          山口市中園町7-7
時間／17:05～18:05
「ゆきゆきて、神軍」の原一男監督（山口県出身）が
20年もの歳月をかけ作り上げた、372分のドキュメ
ンタリー映画「水俣曼荼羅」がついに山口初公開と
なります。日本四大公害病の一つとして知られる水
俣病。その補償をめぐっていまだ裁判の続く患者た
ちの戦いと、裁判の経過とともに人々の日常生活
や水俣病をめぐる学術研究までを記録した大作で
す。「水俣曼荼羅」の公開を記念し、監督をお迎え
したトークイベントを行います。聞き手として、ベル
リン在住のアーティスト、岩間朝子さんにもご登壇
いただきます。■料金：無料※映画鑑賞料金は別途
必要（当日券のみ）：一律3,900円■定員：100人■
映画鑑賞チケット販売所：山口情報芸術センター2F
スタジオC※上映開始15分前より販売開始

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

時間／10:00～16:00

会場／かんきつ公園、旧田中別邸
           萩市平安古町164

5月14日（土）、15日（日）
萩 萩・夏みかんまつり

「萩・夏みかんまつり」は、萩の特産品である夏みか
んづくしのイベントです。夏みかんや夏みかん製品
の販売、夏みかんクイズラリーやガラポン抽選会、
抹茶席などがあります。会場であるかんきつ公園に
は、夏みかん約100本をはじめとする柑橘類10種
約380本が植えられています。

問い合わせ先／萩・花ごよみ実行委員会（萩市観光課内）
☎0838-25-3139
□HP  https://www.hagishi.com/search/
detail.php?d=900015

会場／山陽小野田市立中央図書館
          山陽小野田市栄町9-13
時間／13:30～15:00

5月14日（土）
第40回
サイエンス・カフェ

山口東京理科大学の先生方に、それぞれの分野に
ついて高校生でも分かりやすくお話ししていただく
講座「サイエンス・カフェ」を開催します。今回40回
目のテーマは、「真空と大気圧とプラズマ」です。
太陽や雷、オーロラなど自然界に見られるプラズ
マ。これを安定的に生成して利用することを昔の人
は目指しました。そのために必要だったのが「真
空」であり、真空状態で起こる不思議な現象を実演
します。さらにここ数年で実現可能となった「大気
圧プラズマ」について最新の研究についてお話し
したいと思います。■講師：大嶋伸明（山陽小野田
市立山口東京理科大学）■対象：高校生以上※マス
ク着用をお願いします。■参加料：無料■定員：30
人程度（先着）■申し込み方法：窓口、電話、FAX、
メールのいずれか

山陽
小野田

問い合わせ先／山陽小野田市中央図書館
☎0836-83-2870　FAX0836-83-3564
　cyuo-library＠city.sanyo-onoda.lg.jp 
□HP  https://library.city.sanyo-onoda.lg.jp

会場／山口情報芸術センター
　　　［YCAM］スタジオA
          山口市中園町7-7

山口

①5月14日（土）、②15日（日）
日仏共同製作
新作舞台作品
束芋×ヨルグ・ミュラー
「もつれる水滴」

時間／①19:00開演
　　　②14:00開演
　　　※各回30分前開場

【構成・演出】束芋、ヨルグ・ミュラー【ドラマトゥルグ】
ソフィ・ボースウィック【出演】ヨルグ・ミュラー、間宮
千晴【美術】束芋（たばいも）
日本の現代美術家・束芋と、フランスを拠点とする
サーカスパフォーマーのヨルグ・ミュラー。異色の2
人が2年間にわたってクリエイションを重ねた国際
共同製作作品が、今春、富山で世界初演を迎え、そ
の後、東京・山口・沖縄を巡ります。本作では、社会
に潜む不条理を炙り出す映像インスタレーション作
品が国内外にて高い評価を受けている束芋のアニ
メーション映像と、近年ますます進化を遂げる現代
サーカスの第一人者であるヨルグによるジャグリン
グやダンスが融合した新感覚のパフォーマンスを
展開。操られた巨大な布、躍動するサウンド、映像、
ヴォイス、ダンスが劇場空間すべてにからみつく。
得体のしれない人間の内面を映し出す、実験的で
壮大な即興性のある本作にご期待ください。■料
金：全席自由【前売】一般3,000円／any会員・特別
割引2,500円／25歳以下1,500円／高校生以下
500円【当日】一律3,500円※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
券は各種割引の対象外■応募要件：未就学児入場
不可※託児サービスあり（有料）5月7日（土）まで
にチケットインフォへ要申し込み■プレイガイド：山
口情報芸術センター、チケットぴあ（Pコード：
647-646）、ローソンチケット（Lコード：63058）
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山口

5月19日（木）、26日（木）
山口大学公開講座
「SNS（Social
 Networking 
Service）との
上手なつきあい方」

「インターネットでショッピングをするけれど、なん
だか不安」「LINEやfacebookが楽しくて便利だ
けど、今の使い方で正しいの?」「子供のSNS利用
は、危険もあると聞くけれど、何に気をつけたらよ
いかわからない」この講座では、そんな不安を解消
するため、インターネットとSNSのセキュリティにつ
いて学びます。※対面講座の様子をオンライン配
信します。お申込時に「対面受講」か「オンライン受
講」を選択してください。■受講料：2,400円■定
員：40人（先着、インターネットを利用している方）
■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：5月2日（月）

問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
☎083-933-5059（月～金　9:00～17:00）
FAX083-933-5029
□HP  https://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp

会場／山口市吉田キャンパス
　　　及びオンライン 
          山口市吉田1677-1
時間／13:30～15:00

【作・演出・出演】串田和美
コロナ禍で多くの劇場が休館に追い込まれるな
か、公園の小さなあずまやを舞台に見立て、独り
芝居として奇跡的に生まれ変わった「月夜のファ
ウスト」。俳優・演出家の串田和美が作・演出を手
掛け、たった独りで何役も演じます。時にファウス
ト博士に、悪魔メフィストに姿を変えながら、悪魔
に魂を売った男が語る…。中世の錬金術師ファウ
スト博士の伝記を題材に、串田の幼少期の記憶や
空想が織り込まれたオリジナルの物語を、野外劇
としてお届けします。■料金：入場無料（投げ銭）

問い合わせ先／山口市文化振興財団
☎083-901-2222
（10:00～19:00、火曜並びに5/6休館。5/3開館）
□HP  https://www.ycfcp.or.jp/

会場／クリエイティブ・スペース
　　　赤れんが外庭
　　　  ※雨天時はC・S赤れんが
　　　  　2Fホールで上演
          山口市中河原町5-12

山口

5月20日（金）
串田和美独り芝居
「月夜のファウスト」

時間／18:15開演（16:00開場）

会場／江汐公園ほか
          山陽小野田市高畑401-1

時間／10:00～12:00

5月21日（土）
2022薬草による
健康づくり講座

薬草を気軽に楽しく学びながら、健康寿命を延ばし
ませんか? 今回は脳トレにeスポーツ、森林浴と自
然気功、江汐公園の薬草園で自分たちの薬草を植
え付け育てる薬草の料理講座など盛り沢山の楽し
い内容になっています。趣旨に賛同される人ならど
なたでも参加できます。検温・マスク着用の上、参
加してください。5月～令和5年2月の毎月第3土曜
日（全10回）に開催します。※時間は内容により異
なる。■開講式：5月21日（土）10:00～12:00■受
講料：1人5,000円(保険料、10回分の受講料を含
む）※開講式でお支払いください。当日欠席の場合
は、参加された日にお支払いください。■定員：30
人程度（先着）■申し込み方法：電話またはメール
■申し込み期限：5月11日（水）

山陽
小野田

問い合わせ先／すげえちゃ・高泊事務局
☎080-6267-4141
　sugeecha.takatomari.2013@gmail.com 
□HP  sugeecha-takatomari.com

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、火曜並びに5/6休館。5/3開館）
□HP  https://www.ycam.jp/events/2022/
tangled-drops/

Ⓒwatsonstudio

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

防府

5月15日（日）、6月26日（日）
さんさんおはなし会

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■7組（先着）

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

会場／防府市立防府図書館 研修室
           防府市栄町1-5-1
           笑顔満開通り
           ルルサス防府3階

防府

5月19日（木）、6月17日（金）
月いちキネマ

時間／10:00～（9:45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：①
「日本沈没」②「雨に唄えば」■料金：無料■定員：
15人（先着）

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

時間／11:00～14:00　※少雨決行

会場／中央公園（山縣有朋像周辺）
           萩市江向552-2

5月21日（土）、6月18日（土）
萩 はぎマルシェ

農家さんおすすめの萩のおいしい季節野菜や加工
品などを直売します。※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
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問い合わせ先／旧畑迫病院
☎0856-72-0338

障がいのある・なしに関わらず、子どもから大人まで
誰もが楽しめるスポーツボッチャ。昨年の東京パラ
リンピックでも話題になりました。ルールは簡単。で
もやってみると奥深い。ぜひこの機会に体験してみ
てはいかがでしょうか。定員に達し次第締め切りと
なりますので、お早めにお申し込みください。■参
加料：無料■定員：40人■申し込み方法：電話 
■申し込み期限：5月21日（土）■休館日：月曜

会場／旧畑迫病院　本館跡地
　　　島根県鹿足郡津和野町邑輝829-1

津和野

5月28日（土）
ボッチャ体験イベント

時間／10:00～12:00（荒天中止）

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

南米カピバラ探検家カピゴン松島さんの写真展。
南米での野生の姿のカピバラの写真を展示しま
す。■料金：無料

会場／ときわ動物園
　　　体験学習館モンスタ
          宇部市則貞3-4-1

時間／9:30～17:00

宇部

5月22日（日）～7月3日（日）
カピバラ写真展
「湿原・大河・牧場そして街中!?
南米カピバラの日常」

会場／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

5月28日（土）
ミニワークショップ
「ガムランを知ろう!」

時間／15:00～
ガムランってどんな音楽? どんな楽器を使うの? イ
ンドネシアってどんなところ? ガムランにまつわる
あれこれをお話しします。また、自由に楽器に触れ
ることのできる体験コーナーもありますので、ぜひ
お越しください。■料金：500円（公演チケットをご
購入の方は無料）■申し込み方法：HP

問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
□HP  https://aiav.jp/▲ Facebook ▲ Instagram

時間／9:00～15:00
会場／萩市浜崎本町筋周辺

5月22日（日）
萩 浜崎伝建
おたから博物館

萩市浜崎伝建地区を舞台に、古い町並みや旧家に
代々伝わるおたからをご覧頂きながら、様々な催し
を楽しむ、恒例のイベントです。各家でおたからの
展示、地元住民による浜崎ガイドツアー、国指定史
跡御船倉でのコンサート、スタンプラリー、地元特
産物販売などが楽しめます。今回は「浜崎蚤の市
（骨董市）」も初めて開催されます。■料金：無料

問い合わせ先／浜崎しっちょる会（旧山村・山中家住宅）
☎0838-22-1033

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／10:00～16:50

5月22日（日）～24日（火）
山陽オートレース
本場開催

山陽オートでは、5月22日（日）～24日（火）に本場
開催を行います! 初夏を彩る熱いバトルをぜひ本場
でご覧ください。ご来場の際は、新型コロナウイル
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

山陽
小野田

問い合わせ先／山陽オートレース場
☎0836-76-1115
□HP  https://www.sanyoauto.jp

会場／山口市後河原

山口

5月28日（土）～6月3日（金）
ほたる観賞Week!

会場／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

5月28日（土）
ガムラン公演
「花のみち」
～マルガサリの秋吉台～

時間／17:00～
大阪を拠点に活動するガムランアンサンブル・マル
ガサリの野外コンサート。インドネシアの伝統音楽
であるガムランは青銅の打楽器を中心にした合奏
音楽で、様々な楽器が織りなす多彩で複雑な響き
が独特の魅力となっています。芸術村の中庭を舞
台に響きの渦を体感します。■料金：一般3,000
円、ユース（25歳以下）1,000円■申し込み方法：
HP※未就学児のご入場はご遠慮ください（無料託
児あり：要事前予約　5/14締切）　

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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山口市に所在する獅子頭を中心に、人々の営みに
おける獅子の存在と役割について考えます。■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：7月4日（月）
～6日（水）

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

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

6月7日（火）～8月7日（日）
企画展
「獅子頭―つながる
人と郷土―」

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

会場／山口市吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

6月15日（水）、22日（水）、
29日（水）、7月6日（水）、
13日（水）、20日（水）、
27日（水）、8月3日（水）

山口大学公開講座
「ラテン語初級文法講座Ⅰ」

時間／11:00～12:00

会場／防府市クリーンセンター
           防府市大字新田364

防府

6月11日（土）
ほうふエコまつり 

時間／10:00～15:30
一人ひとりが身近なごみについて考え、ごみの減
量化や3Rの重要性について認識する機会とし、
子どもから大人まで楽しみながら学ぶことができ
る体験型イベント「ほうふエコまつり」を開催しま
す。今年は、地球温暖化など広く環境をテーマに
しており、エコグッズがもらえる抽選会も実施しま
す。■料金：無料■定員：一部イベントが先着

問い合わせ先／防府市クリーンセンター施設管理室
☎0835-22-4775
□HP  https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
soshiki/16/

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

防府

6月5日（日）
第11回防府市子ども
読書フェスティバル

時間／9:45～15:15
毎年恒例の、防府図書館主催のイベントです。那
須正幹さんに関する展示や座談会をはじめ、おは
なし会やしおり作りのワークショップなど、たくさ
んの催しものを用意して、皆様のご来場をお待ち
しています。※催しものの詳細は、防府図書館
Webサイトをご確認ください。■料金：無料

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

会場／ルルサス防府2階
　　　多目的ホール 
           防府市栄町1-5-1　笑顔満開通り
           ルルサス防府2階

防府

6月5日（日）
第11回防府市
子ども読書
フェスティバル
関連行事
那須正幹さんを
偲んで（座談会）

時間／10:00～11:30
昨年亡くなられた郷土の児童文学作家・那須正幹
さんを偲び、生前交友のあった4名の方を招い
て、那須さんの作品や思い出などを座談会形式
で語っていただきます。出演者ゲスト：中山聖子さ
ん（児童文学作家）ほか■料金：無料■定員：50人
（先着）■申し込み方法：電話、FAX、来館のいず
れか■休館日：火曜 

問い合わせ先／防府図書館
☎0835-22-0780
FAX0835-22-9916
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

一の坂川のほたるが一年でもっとも乱舞する時季
を「ほたる観賞Week!」と題し、5月28日（土）の
ほたる祭りでは、飲食の出店やさまざまな展示が
開催されます。祭り当日はゆっくりとほたるを観賞
できるように、近隣駐車場の臨時開放や一の坂川
両岸道路の交通規制も予定しています。■入場
料：無料

問い合わせ先／山口市観光交流課（平日）
☎083-934-2810
問い合わせ先／山口ふるさと伝承総合センター（土・日）
☎083-928-3333

会場／三友サルビアホール
　　　（防府市公会堂）大ホール
           防府市緑町1-9-1

防府

5月29日（日）
防府ロータリークラブ
創立65周年記念事業
高嶋ちさ子＆加羽沢美濃
カジュアルクラシックス
meets ゆかいな音楽会

時間／14:30～（開場13:30）
テレビで大活躍のヴァイオリニスト高嶋ちさ子と、
ピアニストでもあり作曲家の加羽沢美濃によるお
しゃべりコンサート。弦楽四重奏メンバーとともにク
ラシックや映画音楽など様々な曲をお届けし、楽し
い音楽の一時をお送りいたします。■入場料：全席
指定　4,500円（当日500円高）※未就学児の入
場はご遠慮ください。※前売り券が完売の場合、当
日券の販売はありません。■プレイガイド：アスピ
ラート、防府市公会堂、ローソンチケット（Lコード：
63123）

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/

会場／東大寺別院阿弥陀寺
           防府市牟礼1869

防府

6月1日（水）～30日（木）
アジサイまつり

時間／9:00～17:00
西のアジサイ寺として知られる東大寺別院阿弥
陀寺。緑豊かな境内には、山アジサイ、ガクアジ
サイ、西洋アジサイなど約80種約4,000株のア
ジサイが植えられ、６月頃には美しく彩ります。■
料金：6月1日から30日までは要入山料（大人
200円、中学生以下無料）

問い合わせ先／東大寺別院阿弥陀寺
☎0835-38-0839
□HP  https://visit-hofu.jp
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企画展「獅子頭―つながる人と郷土―」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://yrekimin.jp/

会場／山口市歴史民俗資料館
　　　企画展スペース
          山口市春日町5-1

山口

6月19日（日）
企画展「獅子頭
―つながる人と郷土―」
ギャラリートーク
（展示解説）

時間／13:30～14:00

山口大学にはオンラインを含み、世界各地から留学
生が学びに来ています。この講座では、教員や公務
員など、母国での就労経験のあるベテランの留学
生がボランティアで参加し、母国の暮らしや文化を
紹介します。彼ら・彼女らを通して、日本と異なる暮
らしや文化の理解につなげていきたいと思います。 
※講座の講義・進行は全て英語で行います。※マ
レーシア、インドネシア、中国からのボランティア・ゲ
ストを予定していますが、都合により内容が一部変
更になる場合があります。■受講料：800円■定員：
20人（先着、英語で講義します）■申し込み方法：電
話・FAX・Web・郵送で、必要事項「①氏名（ふりが
な） ②年代 ③性別 ④郵便番号・住所 ⑤電話番号⑥
連絡用メールアドレス（携帯電話のアドレスは不可）
⑦受講希望講座名」をお知らせください。
※メールでのお申し込みはできません。■申し込み
期限：6月9日（木）

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（月曜～金曜　9:00～17:00）
FAX083-933-5029　
□HP  https://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp

会場／オンライン 

山口

6月23日（木）
山口大学公開講座
「留学生を通した
異文化理解（英語編）」

時間／18:00～19:00

英語の映画やニュースがなかなか聞き取れずに悩
んでいませんか? リスニング能力を伸ばすために
は、正確な発音を習得することが大切です。講師の
発音を手本にして、口の開き方や舌の位置などを確
認した後に、英語の歌を歌いながら発音練習をし、
リスニング能力の向上を目指しましょう。歌の上手
下手など、気にすることはありません。まずは音を
出すことからはじめてみましょう。■受講料：2,400
円■定員：25人（先着、どなたでも）■申し込み方
法：電話・FAX・Web・郵送で、必要事項「①氏名 （ふ
りがな） ②年代 ③性別 ④郵便番号・住所 ⑤電話番
号⑥連絡用メールアドレス（携帯電話のアドレスは
不可）⑦受講希望講座名」をお知らせください。
※メールでのお申し込みはできません。■申し込み
期限：6月15日（水）

問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
☎083-933-5059（月曜～金曜　9:00～17:00）
FAX083-933-5029
□HP  https://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp

会場／山口市吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

6月29日（水）、7月6日（水）、13日（水）
山口大学公開講座
「英語の歌で発音・
リスニング練習を
しましょう」

時間／13:00～14:00

ラテン語は、古代ローマ人によって使用された言語
です。この講座では、ラテン語の格言Festina 
lente（ゆっくり急げ）に従い、岩崎務『ニューエクス
プレス＋　ラテン語』（白水社、2018年）をテキス
トとして、ローマ帝国の歴史や文化にも言及しつ
つ、初級文法を基本からゆっくりと学んでいきま
す。本年度のラテン語初級文法講座Iでは、テキスト
の第１課から第7課までを扱います。テキストは、講
座初回までに各自で入手の上、毎回持参してくださ
い。なお、後期は、テキストの続きを扱う「ラテン語
初級文法講座I I」を開講予定です。■受講料：
6,400円■定員：20人（先着、ラテン語を基礎から
学んでみたい方）■申し込み方法：電話・FAX・
Web・郵送で、必要事項「①氏名 （ふりがな） ②年
代 ③性別 ④郵便番号・住所 ⑤電話番号⑥連絡用
メールアドレス（携帯電話のアドレスは不可）⑦受
講希望講座名」をお知らせください。※メールでの
お申し込みはできません。■申し込み期限：6月1日
（水）

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（月曜～金曜　9:00～17:00）
FAX083-933-5029
□HP  https://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp

【原作】H・C・アンデルセン【脚本】目次立樹（ゴジゲ
ン）【脚本監修】松居大悟（ゴジゲン）【演出・企画・
製作】to R mansion
光と闇のステージアート! こんな「にんぎょひめ」
みたことない! 海の底で暮らす双子のにんぎょひ
め。上半身が魚の器量の悪い人魚の姉と、下半身
が魚の美しい人魚の妹は、人間にあこがれを抱き
ながら暮らしています。ある日、姉は難破船から海
に落ちた人間の王子を助け、そのまま一目惚れ!
しかし、海岸で目を覚ました王子は、美しい人魚の
妹にときめき、自分を救ったのは彼女だと思い込
む…。果たして3人の関係はどうなっていくの
か!? ■料金：全席自由【前売・当日】一般3,000円
／any会員・特別割引2,500円／25歳以下
1,500円／高校生以下500円※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■応
募要件：3歳以上有料（2歳以下膝上鑑賞無料）※
託児サービスあり（有料）6月11日（土）までにチ
ケットインフォへ要申し込み■プレイガイド：山口情
報芸術センター、チケットぴあ（Pコード：
511-272）、ローソンチケット（Lコード：63141）

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、火曜並びに5/6休館。5/3開館）
□HP  https://www.ycam.jp/events/2022/
the-little-mermaid/

会場／山口情報芸術センター
　　　［YCAM］スタジオA
          山口市中園町7-7

山口

6月18日（土）
to R mansion
「にんぎょひめ」

時間／①11:00～②14:30～
　　　③18:00～※各回30分前開場

photo：Chiye NAMEGAI

会場／三友サルビアホール
　　　（防府市公会堂） 大ホール
           防府市緑町1-9-1

防府

6月18日（土）
DRUM TAO 2022
「KAIKI」

時間／①13:30～（開場12:30）
　　　②17:30～（開場16:30）
世界観客動員数800万人超和太鼓を驚異のパ
フォーマンスで表現する、新時代のNIPPONエ
ンターテインメント。NYオフ・ブロードウェイでは
全公演SOLD OUTし、Newsweekに「日本を売
り込む『顔』になる!」と絶賛されました。人間本来
の「強さ」を精神性高い世界観で表現する、衝撃
の舞台です。■入場料：全席指定　SS席7,900
円、S席6,900円、車椅子席7,900円（当日500
円高）※6歳未満の入場不可■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、スターピアくだまつ、TAOオン
ラインストア、TAO山口公演事務局、ローソンチ
ケット（Lコード：62964）、チケットぴあ（Pコード
209-767）

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/


