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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
秋吉台落語村
2022
投げ銭ライブ
桂竹千代独演会

6月26日（日）

山陽小野田市

「スマイルゆめ散歩」
木戸刈屋道と
その周辺の魅力を知る
ウォーキングツアー

6月19日（日）

萩市

萩の和船大競漕
～おしくらごう～ 

6月5日（日）
津和野町

鷗外講座
＜時代・事件＞が
生み出す
鷗外文学

6月18日（土）

山口市

to R mansion「にんぎょひめ」
6月18日（土）

防府市

アジサイまつり 
6月1日（水）～30日（木）

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

宇部市
お茶まつり

6月26日（日）
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会場／山口市後河原
山口

6月3日（金）まで
ほたる観賞Week!

市街地を流れる一の坂川は、国の天然記念物であ
るゲンジボタルの発生地です。5/28から6/3まで
の「ほたる観賞Week！」は、多くのほたるが美しく
光りながら乱舞する姿が見られます。6/14までは
周辺の古民家の軒先に蛍かごが吊るされ、風情あ
る景色に変わります。■入場料：無料
問い合わせ先／山口市観光交流課（平日）
☎083-934-2810
山口ふるさと伝承総合センター（土・日）
☎083-928-3333

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

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

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。■紹介しているコー
ナー：古墳時代、松山窯跡、硫酸瓶の歴史、山陽小
野田市ゆかりの人物、厚狭毛利家、小野田セメント
笠井家、小野田線、山陽小野田市ふるさと文化遺
産■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
□HP  https://www.sanyo-onoda.lg.jp/site/
rekimin/10min2022.html

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
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】6月11日（土）14:00～、定員15人
（先着）■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）

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。制作過程や作家からのメッセージも
紹介。■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

7月3日（日）まで
宇部 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」

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/

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 
特集展示
「川上地域の
山樵用具」

萩
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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

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／宇部市ときわ動物園
☎0836-21-3541

カピバラ写真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

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

山口

7月24日（日）まで 
企画展Ⅰ
「中也の住んだ町̶
幼少期」

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

山口で生まれた中原中也は、単身赴任していた
父・謙助の転任にともなって、中国大陸の旅順・柳
樹屯、広島、金沢と移り住み、幼稚園に通いまし
た。生まれ故郷とは違う土地で育まれた、幼い日
の記憶や家族が語った思い出話は、中也の作品
に大きな影響を与えたといわれています。本展で
は、当時の町の様子や同時代の文学者との接点
などにも触れながら、中也の幼少期について詳し
く紹介します。■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 

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）

問い合わせ先／旧畑迫病院
☎0856-72-0338

旧畑迫病院には、かつて畑として使っていた前庭
が薬草園となり、数々の薬草が植えられています。
見た目の美しさだけでなく、体に優しく健康をもた
らす薬草たちの世界をお楽しみください。また、期
間中は、薬草園の植物を使っての蒸留体験や化粧
水を作るワークショップを予定しています。■参加
料：無料■休館日：月曜

会場／旧畑迫病院　展示室
　　　島根県鹿足郡津和野町邑輝829-1 

津和野

8月28日（日）まで 
薬草たちの世界を
楽しむ企画展

時間／10:00～12:00
鎌倉幕府の中心人物で毛利家のルーツである大江
広元公が活躍した時代から防府市に残る資源を巡
るスタンプラリー! スタンプ5つ以上の獲得で豪華
景品ゲットのチャンス! 新たな発見でテンションUP
のドライブへ、いざ! 出発! ■料金：無料（スタンプス
ポットが有料施設の場合は別途入場料が必要）

問い合わせ先／ほうふ歴史観光推進協議会
☎0835-25-4547
□HP  https://area.jaf.or.jp/drive/stamp-rally/
chugoku/stamprally_no673　

会場／周防国衙跡
           防府市国衙3-3-7
　　　国衙跡船所
           防府市警固町2-10
　　　防府天満宮ほか
           防府市松崎町14-1ほか

防府

7月22日（金）まで
Oh！ Yeah！ ほうふ流
いざドライブ
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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

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～」

会場／文化財郷土資料館
           防府市桑山2-1-1

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/

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／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）

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／8:00～17:00
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

山口

6月1日（水）～7月11日（月）
企画展
「菜香亭のイッピン」

会場／山口市菜香亭大広間展示室
          山口市天花1-2-7

時間／9:00～17:00
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菜香亭には多くの所蔵品があり、今まで十分紹介
しきれなかったものもあります。そこで今回は山口
県知事の大森吉五郎、正岡子規の高弟・河東碧梧
桐、伊藤博文の養嗣子伊藤博邦、そして山縣有朋
の養嗣子山縣伊三郎にまつわる作品を紹介しま
す。あわせてこれらの作品が作成されたころ、作
者はどのような状況におかれていたのかを解説し
ます。■入館料：大人100円、小人：50円■休館日：
火曜（祝日の場合は開館、翌平日振替休館） 

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

会場／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／①10:00～　②13:30～

6月4日（土）、19日（日）、
7月16日（土）、8月27日（土）

青年の家
プラネタリウム
（ミノルタMS-10）
「ありがとう投映会」 

※上映時間は各回1時間程度
施設の老朽化により、令和4年度で青年の家天文
館の利用を終了します。プラネタリウムとして56年
ものながきに渡り、多くの人に感動を与えてくれた
ことに感謝を込めて投映会を開催します。星のきら
めき宇宙の神秘を体感しませんか。投映会に参加
された方にオリジナル缶バッジをプレゼントします! 
※前半後半と日程を分けて上映会を開催します。
後半の日程は9月にお知らせします。■観覧料：無
料■定員：①②先着各50人■申し込み方法：電話※
代表者氏名、連絡先、人数をお伝えください。■休
館日：火・水曜（祝日は除く）

山陽
小野田

問い合わせ先／青年の家
☎0836-76-1688（8:30～17:00）
□HP  https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
soshiki/53/tenmon.html

会場／おのだサンパーク2階
　　　大催事場
          山陽小野田市中川6-4-1
時間／10:00～18:00

6月4日（土）、5日（日）
「さんようおのだ
水道展2022」
「環境展2022」

「さんようおのだ水道展2022」「環境展2022」を
同時開催します。この機会に身近な水道と環境に
ついて考えてみませんか。■「さんようおのだ水道
展：6月1日～7日の全国水道週間に合わせて開催し
ます。安心・安全な水が蛇口から出る水道について
楽しく学びましょう。◎内容：市内の小学生から募集
した水道にちなんだ図画・ポスター・習字の展示、水
道の現状・水道水ができるまでのパネル展示、耐震
継手のカットモデル・修理用部材の展示■「環境
展」:6月の環境月間に合わせて開催します。身近に
できるエコ活動に取り組むなど、環境についてみん
なで一緒に考えましょう。◎内容：令和3年度応募分
の「環境・地球温暖化防止」ポスター・緑のカーテン
写真展示、パネル展示（地球温暖化、山陽小野田市
内の環境、親と子の水辺の教室、動物愛護、食品ロ
ス、食エコ）、水生生物の展示■入場料：無料 

山陽
小野田

問い合わせ先／
山陽小野田市水道局　☎0836-83-4111
山陽小野田市環境課　☎0836-82-1144

は法整備によって再生医療を行いやすい環境が整
備されつつあります。では再生医療とはどのような
医療なのでしょうか? そして実際医療現場ではそ
のような再生医療が行われ、将来どのような期待が
持てるのでしょうか? これまでの一般的な医療と比
較しながら再生医療についてわかりやすく説明し、
iPS細胞の未来についてお話しします。■対象：高
校生以上※マスクの着用をお願いします。■講師：
嶋本顕（山口東京理科大学教授）■参加料：無料■
定員：20人程度■申し込み方法：窓口、電話、FAX、
メールのいずれか■休館日：月曜、6月2日（木）

山陽小野田市立山口東京理科大学の先生方に、そ
れぞれの専門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です。今回のテーマは
「細胞医薬が切り拓く医療の未来」です。人工多能
幹細胞（iPS細胞）の技術の発見によって、世界的
に幹細胞技術の開発競争が激しさを増し、日本で

会場／山陽小野田市立中央図書館
　　　2階大会議室
          山陽小野田市栄町9-13
時間／13:30～15:00

6月4日（土）
第41回
サイエンス・カフェ

山陽
小野田

問い合わせ先／山陽小野田市立中央図書館
☎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／14:00開門、6月4日（土）～
　　　6日（月）発走予定時刻20:30、
　　　6月7日（火）20:40

6月4日（土）～7日（火）
山陽オートレース場
本場開催

山陽オートでは、6月4日（土）～7日（火）にナイ
ター本場開催を行います! 初夏の夜に熱いバトルを
展開予定。ぜひ遊びに来てください。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
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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

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

那須正幹さんに関する展示や座談会・ブックトー
クをはじめ、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　FAX0835-22-9916
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

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

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7 

山口

6月5日（日）
おいでマルシェ

時間／9:00～15:00

時間／8:30～13:00

会場／玉江浦河川敷
　　　（橋本川下流域・常盤橋～玉江橋間）

6月5日（日）
萩 萩の和船大競漕
～おしくらごう～ 

玉江浦地区に約300年にわたり受け継がれている
和船競漕「おしくらごう」。ねじりはちまき・下帯姿の
若者たちが櫂や櫓を巧みに操り、速さを競います。
伝統行事「おしくらごう」に先駆けて行われる「第
17回萩の和船大競漕」には公募参加のチームが
出場します。

問い合わせ先／
萩市水産課（萩の和船大競漕実行委員会）
☎0838-25-4195

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 

6月11日（土）～8月30日（火）
企画展
「昭和17年8月27日
－80年前の風水害－」 

山陽
小野田

昭和17年（1942年）8月27日夜に山口県の西側
を通過した台風（周防灘大風）は、山口県内各地に
高潮、防風、洪水による被害をもたらしました。当時
小野田市内でも堤防が各地で決壊。市街地は一面
海と化しました。この風水害における小野田市の被
害状況や復旧の様子を伝える写真が、山陽小野田
市立中央図書館に保管されています。本展では、
それらを中心に、館所蔵の写真などを加えて紹介し
ていきます。本企画展が、日頃の防災意識を高める
とともに「災害に強いまちづくり」につながることが
できれば幸いです。※写真の保管の形状および展
示スペースを考慮し、写真はすべてパネル展示と
します。■関連事業：「学芸員によるギャラリートー
ク」6月18日（土）「周防灘台風概説と山陽小野田
市の被害」、8月27日（土）「小野田市の被害と復
興」※両日とも11時～（20分程度）です。■観覧
料：無料■休館日：月曜、祝日、7月19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.sanyo-onoda.lg.jp/

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

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）

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）

問い合わせ先／安野光雅美術館
☎0856-72-4155

来る7月9日は津和野町出身の先哲・森鷗外が没し
て100年を迎えます。鷗外の代表作の一つ『即興
詩人』は多くの人々を魅了し、安野光雅氏も大切に
した1冊でした。今展は記念事業として、同町森鷗
外記念館と連携し、安野さんが鷗外の『即興詩人』
に触発され、物語の主人公の足跡を辿ったイタリア
紀行本『繪本 即興詩人』の原画や森鷗外訳『即興
詩人』初版本などを展示します。■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10日（金）～9月7日（水）
人々の暮らしの詰まった
「旅の絵本」展　第2期

時間／9:00～17:00
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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）

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

①6月12日（日）、②26日（日）

ときわ動物園
園長とさんぽ

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：一部イベントは先着順

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／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

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：「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/

問い合わせ先／森鷗外記念館
☎0856-72-3210

鷗外講座第2回は、＜小倉左遷＞と『鶏』をテーマ
に、都留文化大学名誉教授の田中実氏に解説いた
だきます。事前申し込みが必要です。■参加料：無
料■定員：30人（先着）■申し込み方法：電話■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

6月18日（土）
鷗外講座＜時代・事件＞
が生み出す鷗外文学 

時間／9:00～17:00

時間／①11:00～14:00　
　　　②16:00～19:00
　　　※少雨決行

会場／中央公園
　　　（山縣有朋像周辺）
          萩市江向552-2

①6月18日（土）、②7月16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

問い合わせ先／
宇部市ときわ公園課　世界を旅する植物館係
☎0836-37-2888
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

中南米に関する様々な展示やイベントを開催。中南
米原産の植物や民族衣装、楽器などを展示します。
中南米をイメージしたフォトスポットも!! ■料金：無
料（入館料が別途必要）■6/18（土）10:00～オー
プニングイベント：植物館入館者に植物プレゼント
（先着100名）■7/3（日）コーヒー「ラテアート体
験」：10:00～と14:00～の2回。定員各10人（先
着）、参加料1200円。6/10（金）申し込み開始（電
話受付）■休館日：火曜

時間／9:00～17:00
　　　（6/18は10：00～）

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

宇部

6月18日（土）～7月18日（月・祝）

ラ・ラ・ラ展
～ときわで中南米を
旅しよう～
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問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001
□HP  http://yrekimin.jp/

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）

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）、7月17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

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。6月19日（日）昔のあそび、7月17日（日）紙
すき■料金：無料■申し込み方法：随時受付

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

6月19日（日）、7月17日（日）
れきみん
ファミリーデー! 

時間／①10:00～13:00
　　　②12:00～15:00

▲ Facebook ▲ Instagram

【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、火曜休館）
□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／【集合場所】
　　　①有帆地域交流センター
          　山陽小野田市新有帆町1-1
　　　②山陽小野田市役所
          　山陽小野田市日の出1-1-1

時間／9:00（受付8:45～）～
　　　12:00 ※小雨決行

①6月19日（日）、②7月10日（日）
山陽小野田観光協会
主催イベント
「スマイルゆめ散歩」
木戸刈屋道と
その周辺の魅力を知る
ウォーキングツアー
（4㎞程度）

江戸時代に作られた船木代官所から刈屋の港を結
ぶ木戸刈屋道を歩きます。ウォーキング後は、カ
フェでゆっくり一息。※歩きやすい服装で参加して
ください（飲み物等持参）。■参加料：2,000円（カ
フェ代含む）■定員：①8人（先着）②10人（先着）※
3人未満は不催行■申し込み方法：電話またはメー
ル■申し込み期限：各開催日1週間前■休館日：土・
日曜、祝日 

山陽
小野田

問い合わせ先／
山陽小野田観光協会事務局
（山陽小野田市役所シティセールス課内）
☎0836-82-1313
　kankou@city.sanyo-onoda.lg.jp
□HP  http://www.sanyoonoda-kanko.com

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/



0 8

2 0 2 2 . 6 _ J u n .

会場／きらら交流公園入口前
　　　（雨天時は1階ロビー）
          山陽小野田市小野田584-9（焼野海岸） 

時間／10:00～14:00

6月26日（日）
きららマルシェ

野村農園さんをはじめとする約10店舗による野菜
や雑貨・菓子類・ジビエ料理の販売

山陽
小野田

問い合わせ先／きらら交流館
☎0836-88-0200
□HP  https://www.kirara-k.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

①6月26日（日）、②7月17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■定員：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／不二輸送機ホール
          山陽小野田市大字郡1754
　　　 （JR厚狭駅新幹線口前）

時間／開演14:10（開場13:30）

6月26日（日）
山口県交響楽団演奏会
山響サマーコンサート 

バレエやオペラ、劇団と共演、野外コンサートなど、
多彩な演奏活動を行う山口交響楽団によるコン
サートをぜひご覧ください。■指揮者体験：第1部に
指揮者挑戦コーナーを設けました。12:50にロビー
集合（受付）。定員は子ども2人・大人1人を予定。■
楽器体験コーナー：山口県交響楽団メンバーに教わ
りながら、オーケストラで使う楽器を演奏してみよ
う! 12:50にロビー集合（受付）。13:00～13:35
（入場無料）※人数制限があります。■入場料：一般
1,000円（全席自由、高校生以下は無料）■チケッ
ト販売所：不二輸送機ホール、おのだサンパーク、イ
トオ楽器店、宇部市渡辺翁記念会館、下関市民会
館■休館日：第1・3火曜

山陽
小野田

問い合わせ先／不二輸送機ホール
☎0836-71-1000 

問い合わせ先／宇部市農業振興課
☎0836-34-8564
□HP  https://www.city.ube.yamaguchi.jp/
machizukuri/sangyou/nougyou/1006053/
1012198.html

新茶・地元野菜・特産品の販売、食バザーなど楽し
いイベント盛りだくさん!

時間／10:00～14:30
　　　（雨天時は13:30まで）

会場／アクトビレッジおの 
           宇部市大字小野字大日原7025

宇部

6月26日（日）

宇部市お茶まつり

問い合わせ先／宇部市ときわ動物園
☎0836-21-3541

開催中の写真展にあわせ、南米の野生のカピバラ
のお話などがあります。園内のカピバラも見学す
るため、入園料が必要です。■参加料：無料（入園
料は別途必要）■定員：20人（先着）

時間／10:30～12:00

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

宇部

6月26日（日）

南米カピバラ探検家
カピゴン松島
ギャラリートーク 

会場／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

6月26日（日）
芸術村フェスティバル

時間／10:00～15:30

小さなお子さんから大人まで「みる・きく・体験する」
をキーワードに秋吉台国際芸術村を“まるごと”使っ
た市民参加イベントを開催します。県民活動団体の
出展やワークショップ、県内アーティストのパフォー
マンスなど盛りだくさんの1日。お気軽にお越しくだ
さい。■入場料：無料

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

会場／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

6月26日（日）
秋吉台落語村2022
投げ銭ライブ
桂竹千代独演会

時間／16:30～

気軽に落語に楽しむ落語村。今回は昨年度の文化
庁芸術祭で新人賞を受賞した注目の若手、桂竹千
代を迎えて開催します。■定員：70人（先着）※定
員を超える場合はご入場をお断りする場合があり
ます。

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

幕末維新期前後を中心に、昔の青少年たちの学
びや、子どもたちの遊びについて、西洋からの新
知識の流入や、時代の転換期の世の中のありさま
をふまえながら紹介します。【展示資料例】「山口
講堂の扁額」「吉敷憲章館之図」「うなゐのとも」
■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6日（水）～9月26日（月）
企画展
「学びと遊びの
幕末維新」

時間／9:00～17:00

会場／山口市菜香亭
　　　大広間展示室 
          山口市天花1-2-7

山口

7月13日（水）～9月12日（月）
企画展
「大内氏の年中行事」

時間／9:00～17:00

会場／防府市地域交流センター
　　　アスピラート2Fリハーサル室
           防府市戎町1-1-28
           笑顔満開通り　アスピラート

防府

7月1日（金）～8月14日（日）
企画展
「はしもとみお木彫展
－カタチの生まれるところ」

時間／10:00～17:00
　　　（入場は16:30まで）
はしもとさんは「今生きている」もしくは「生きて
いた」特定のいきものたちを中心に、木で動物た
ちを作っている彫刻家。普段は動物園に行かない
と会うことのできない動物も作ります。さらに今回
はYouTubeでも人気の動物スケッチも展示しま
す。この夏、たくさんのいきものたちが大集合する

アスピラート。ぜひ動物たちに会いにきてください
ね。■入場料:一般650円（前売・20人以上の団体
料金550円）、高校生以下無料■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（Lコード：
63189）※アスピラートでの前売券販売は6月
30日（木）まで 

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／
宇部市ときわ公園課　世界を旅する植物館係
☎0836-37-2888
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

短冊に願い事を書いて、みんなで笹の葉を彩ろ
う! ■休館日：火曜 

時間／9:30～17:00
　　　（入館は16:30まで）

会場／世界を旅する植物館 
           宇部市野中3-4-29

宇部

7月1日（金）～10日（日）

七夕イベント
「植物館で星に願いを」

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

会場／萩博物館　企画展示室ほか
          萩市堀内355

7月9日（土）～9月19日（月・祝）
萩 特別展
「めざせ! 貝の
トレジャー王国」

アートや宝石のように、いつの世も人を魅了する
「貝」。河上勲さん（萩市在住）から多数の標本が寄
贈されるのを機に、館蔵標本とあわせ、世界～日本
そして萩の貝2千種類以上を一堂に展示します。貝
が繰り出す驚異のバラエティーと、それをコレク
ションする楽しさを通じ、郷土の自然との未来を描
く、夏の親子向け展示会です。■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■事前予約制■申し込み
方法：萩博物館ホームページの特設ページから申
込■申し込み開始日：7月1日（金）

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

令和3年の調査により、帝塚山大学（奈良市）所
蔵の獅子頭は、山口市徳地柚木地域で製作され
たことがわかりました。本報告会では、帝塚山大
学の獅子頭と柚木神社の獅子頭の関係について
解説します。また、最新の3D計測技術を用いた
獅子頭の活用方法についても紹介します。■料
金：無料■定員：20人（先着）■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：7月8日（金）■休館日：月曜（休日の場合
は翌平日）

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

山口

7月9日(土)
報告会
「帝塚山大学獅子頭と
柚木神社獅子頭」
～最新技術でつながる
奈良と山口の獅子頭～

時間／13:30～15:00

問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001
　yrekimin@c-ble.ne.jp
□HP  http://yrekimin.jp/
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問い合わせ先／
アウトオブキッザニアｉｎやまぐち実行委員会事務局
□HP  https://outofkidzania-yamaguchi.jp/

出します。申し込み・問い合わせはHPから。■料
金：1プログラムにつき800円（別途材料費が必要
なものもあります）■定員：プログラムにより異なる
■応募要件：小学生

キッザニアとは、こども達が憧れの仕事にチャレン
ジし、楽しみながら働くことの意味や社会の仕組
みを学ぶことのできる「こどもが主役の街」です。
今回の「アウトオブキッザニア」では、よりリアル
な体験を提供するため、キッザニアの施設を飛び
出し、より身近な、でも普段なかなか知ることので
きない仕事体験をしてもらいます。地域への理解
を深め、体験を通した「生きる力」を育む機会を創

会場／①KDDI維新ホール
　　　　（山口市産業交流拠点施設多目的ホール）
          　山口市小郡令和1-1-1
　　　②山口市内各地

山口

7月30日（土）、31日（日）
Out of KidZania in 
やまぐち 2022

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

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

南北朝時代から戦国時代までおよそ200年間活躍
してきた周防大内氏。彼らは戦争ばかりをしていた
だけではありません。様々な年中行事があり、その
中には領国の安定に寄与しているものもあります。
今回はそのような大内氏の年中行事を紹介しま
す。戦争だけでなく、日常にある行事から大内氏を
ご覧ください。■入館料：大人100円、小人：50円■
休館日：火曜（祝日の場合は開館、翌平日振替休館）

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30日（土）～8月19日（金）
夏休み特別企画
「サイエンスアカデミー2022」

時間／9:30～17:00
　　　（入館は16:30まで）
当館指導員やボランティア団体、大学の先生方、
企業の方や、博物館の方を講師にお迎えし、幅広
い分野の講座を実施します。申し込み方法などは
チラシ・ウェブサイトをご覧ください。■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※別途要参加費■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

会場／防府市地域交流センター
　　　アスピラート
　　　2Fリハーサル室
           防府市戎町1-1-28
           笑顔満開通り

防府

7月18日（月・祝）
音楽セミナー／
田中雅弘の
音楽旅日記ⅩⅩ（20）
「音楽でまちおこし!?」

時間／14:00～（開場13:30）
防府市出身で元東京都交響楽団首席チェロ奏者
の田中雅弘氏によるお話しコンサート。20回目と
なる今回は「音楽で人を繋ぎ、街が盛り上がる」プ
ロジェクトを、演奏を交えてお伝えします。■プロ
グラム：エルガー：愛の挨拶、ベートーヴェン：チェ
ロ・ソナタ第4番■料金：自由席1,000円（財団会
員300円引、当日300円高）■チケット取り扱い：
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：
62080） 

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/

ダンボールで獅子頭を組み立てながら、獅子舞や
獅子頭について学んでみましょう。■受講料：500
円■定員：10人■申し込み方法：往復はがきに、郵
便番号・住所・氏名・学年・電話番号を記入して送
付※応募多数の場合は抽選■応募要件：小学3年
生以上■申し込み期限：7月15日（金）必着

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

山口

7月31日（日）
親子向け講座
「ダンボールで
獅子頭をつくろう！」 

時間／13:30～15:00

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

7月16日（土）
山陽小野田観光協会
主催イベント
「スマイルゆめ散歩」
お花の「スペシャリスト」
と行く竜王山ネイチャー
ツアー（4㎞程度）

山陽
小野田

会場／【集合場所】
　　　きらら交流館駐車場
          山陽小野田市小野田584-9
          （焼野海岸）

時間／9:00（受付8:45～）～12:00
　　　※小雨決行
竜王山を歩き、山野草や薬草などについて学びな
がら自然と触れ合います。散策後は、海辺のパン屋
で楽しい時間を。特典としてきらら交流館トロン温
泉チケット付き! ※歩きやすい服装で参加してくだ
さい（飲み物等持参）。■参加料：2,000円（パン代
含む）■定員：8人（先着）※3人未満は不催行■申
し込み方法：電話またはメール■申し込み期限：7月
9日（土）■休館日：土・日曜、祝日

問い合わせ先／
山陽小野田観光協会事務局
（山陽小野田市役所シティセールス課内）
☎0836-82-1313
　kankou@city.sanyo-onoda.lg.jp
□HP  http://www.sanyoonoda-kanko.com


