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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。
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美祢市
棟久木綿佳
「日本のうた、
世界のうた、
オペラ歌手
による競演」

7月9日（土）

山陽小野田市

青年の家天文館
プラネタリウム
（ミノルタMS-10）
「ありがとう投映会」

7月16日（土）、
8月27日（土）

萩市

萩の瀬つきあじ
フェア！ 

7月1日（金）～31日（日）
津和野町

鷗外忌講演会
＜日露戦争＞と『うた日記』

7月16日（土）

山口市

企画展Ⅰ
「中也の住んだ町
̶幼少期」

7月24日（日）まで

防府市

ハモフェス
2022

7月10日（日）

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

野外彫刻が
やってくる！
設置風景を
見てみよう! 

7月19日（火）～29日（金）
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問い合わせ先／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

時間／9:30～17:00

会場／体験学習館モンスタ 
           宇部市則貞3-4-1

宇部

7月3日（日）まで

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」

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

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/

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11日（月）まで
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
菜香亭が所蔵する伊藤博文養子の博邦、山県有
朋養子の伊三郎、正岡子規の高弟・河東碧梧桐、
大正末期から昭和初期の県知事大森吉五郎、彼ら
の作品の時代背景とともに現在、菜香亭が所蔵す
るに至った残る謎などに迫ります。■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/

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/

世界を旅する植物館リニューアルオープン5周年記
念として、中南米をイメージしたフォトスポットや中
南米原産の植物、民族衣装などの伝統工芸品、現
地での食べ物や動物の紹介パネルなど。期間中の
土日祝は特別ガイド、特設カフェなどもあります。巨
大なパラボラッチョと一緒に記念撮影も! ■休館
日：火曜 

時間／9:00～17:00

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

7月18日（月・祝）まで

ラ・ラ・ラ展
～ときわで中南米を
旅しよう～

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

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

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

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

山口

7月24日（日）まで 
企画展Ⅰ
「中也の住んだ町̶
幼少期」

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

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

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

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

8月7日（日）まで
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）

防府

8月28日（日）まで
企画展
「山頭火と衣食住」

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

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)

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

時間／10:00～18:00

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 

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

山陽
小野田

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」8月27日（土）11時～（20分程度）■観覧料：無
料■休館日：月曜、祝日、7月19日（火）

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

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/s170827.html

問い合わせ先／津和野町郷土館
☎0856-72-0300

津和野町教育委員会では開発に先立ち、町内遺跡
の発掘調査を実施しており、本展示では調査結果を
紹介しています。2020年～2021年にかけて発掘
調査をおこなった長福筑の土居丸館跡は吉見氏の
一族とされる長野氏の居館跡といわれています。発
掘調査では室町時代を中心とした建物跡や陶磁器
などが多数見つかり、有力者の生活のあり方を知る
うえで貴重な調査となりました。期間中、企画展「嘉
永の大火と藩邸再建」も同時開催しています。■入
館料：一般400円、中高生300円、小学生150円■
休館日：火曜（火曜が祝日の場合は翌日）

会場／津和野町郷土館
　　　島根県鹿足郡津和野町森村ロ127

津和野

9月5日（月）まで
令和4年度発掘調査展
発掘された中瀬居館
－土居丸館跡－ 

時間／8:30～17:00

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

7月24日（日）まで
テーマ展示
「中也の本棚̶
日本文学篇」

時間／9:00～18:00
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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／ときわミュージアム
           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」

会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

7月1日（金）～7日（木）
防府天満宮
七夕まつり 

時間／18:00～21:00

防府

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／文化財郷土資料館
          防府市桑山2-1-1

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）

□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/site/
meiringakusha/

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点に
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点を常時展示公開しています。現
在、開館5周年を記念して、幕末ミュージアムなら
ではの企画展を開催中です。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

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（前売券・20人以
上の団体料金550円）※高校生以下無料■プレ
イガイド：三友サルビアホール（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）■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/

会場／防府市地域交流センター
　　　アスピラート2F展示ホール 
          防府市戎町1-1-28
          笑顔満開通り

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）

時間／9:30～18:00
　　　（金・土・日は9:00～） 

会場／道の駅「萩しーまーと」
           萩市椿東4160-61

7月1日（金）～31日（日）
萩 萩の瀬つきあじフェア！ 

萩沖で獲れる日本海の逸品「萩の瀬つきあじ」の商
品販売のほか、館内レストランでは、フェア限定の
「萩の瀬つきあじメニュー」を味わえる、お腹も大満
足のグルメイベントです。さらに、初日から7月3日ま
では、オープニングイベントとして、数量限定の無
料試食（10：00スタート）も行われます。■オープニ
ングイベント：1日（金）：萩の瀬つきあじ握り寿司無
料試食（先着200人）、2日（土）：萩の瀬つきあじ一
夜干し無料試食（先着200人）、3日（日）：萩の瀬つ
きあじフライ無料試食（先着500人）■参加料：無料
問い合わせ先／道の駅「萩しーまーと」
☎0838-24-4937
□HP  http://seamart.axis.or.jp/
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問い合わせ先／山口市立中央図書館
☎083-901-1040 
□HP  https://www.lib-yama.jp/

「わたしを空腹にしないほうがいい」「氷柱の声」
著者であるくどうれいんさんと、絵本編集者筒井
大輔さんの対談イベントを開催します。くどうさん
の最新作となる絵本「あんまりすてきだったから」
の制作秘話を語っていただきます。質問コーナー
もありますので、お気軽にご参加ください。■料金：
無料■定員：それぞれ100人■申し込み方法：電話

会場／パブリックビューイング
　　　（スタジオC）、
　　　個別配信（Zoom）

山口

7月3日（日）
「あんまりすてきだったから」
出版記念
トークイベント（オンライン） 

時間／10:30～12:00

菅原道真公も願いをかけられた七夕に、幸せや恋
愛成就、夫婦和合、家内安全等を願う祭りです。期
間中は「傘玉アート」によって境内を幻想的に照ら
す「光の斎庭（ゆにわ）」が皆様をお迎えします。■
料金：無料（茶会等、別途料金の必要な催しあり）
問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700

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」

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」
なお、小学生には、展示内容を見ながら幕末維新
期の「学び」と「遊び」を楽しく自由研究できる夏
休みワークブック「学びと遊びの自由研究」を配
布します。■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
時間／9:00～17:00

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

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」

会場／萩博物館　企画展示室ほか
           萩市堀内355 

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■完全予約制■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/

美祢

7月9日（土）
棟久木綿佳
「日本のうた、世界のうた、
オペラ歌手による競演」

会場／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50
時間／13:30～

声が持つ、人々の心に働きかける強い力を感じると
ともに、ヨーロッパ仕込みの美しい音色のピアノと
声のコラボレーションを披露します。■料金：一般
3,000円、学生2,000円（当日各500円増）

問い合わせ先／
（一社）YMA山口ミュージックアカデミー
☎090-9460-2462

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～ 

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
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/

7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）

山陽
小野田

会場／【集合場所】
　　　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
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：10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1日（金）
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
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7月10日（日）
山陽小野田市文化協会
自主文化事業
澤クヮルテットコンサート
～ゲスト金子美香（メゾソプラノ）・
蓼沼恵美子（ピアノ）を迎えて～

山陽
小野田

会場／不二輸送機ホール大ホール
          山陽小野田市大字郡1754
          （JR厚狭駅新幹線口前）

時間／14:00～（開場13:00）
1990年11月に結成。91年春のコンサート・ツアー
でセンセーショナルなデビューを飾り、現在に至る
までメンバーの交代はなく、不動のメンバーで春秋
のツアーを中心に充実した活動を展開している
「澤クヮルテット」のコンサートです。■演奏者：澤和
樹（第1ヴァイオリン）、大関博明（第2ヴァイオリ
ン）、市坪俊彦（ヴィオラ）、林俊昭（チェロ）■プロ
グラム：<ハイドン>弦楽四重奏曲ニ長調Op.76-5
「ラルゴ」、<レスピーギ>夕暮れ、<ヘンデル>オ
ンブラ・マイ・フ、<ゼビー>カルメンより「ハバネ
ラ」、<ドヴォルザーク>ピアノ五重奏曲イ長調
Op.81※新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、手指の消毒・マスク着用や検温など、ご理解と
ご協力をお願いします。■入場料：全席自由、一般
前売3,500円（当日500円増）、大学生以下前売
1 , 0 0 0円（当日同額）、未就学児は不可※
7/10+7/16セット割ダブルチケット5,000円（文
化協会賛助会員・個人会員は500円引）■チケット
販売所：不二輸送機ホール、山陽小野田市民館、お
のだサンパーク、イトオ楽器店、宇部市文化創造財
団、フジグラン宇部
問い合わせ先／山陽小野田市文化協会
☎0836-39-5665
□HP  https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/
bunka-kaikan/sawakuwarextuto.html

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／9:35～10:20

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

7月10日（日）

ときわ動物園
園長とさんぽ

会場／道の駅「潮彩市場防府」 
           防府市新築地町2-3

防府

7月10日（日）
ハモフェス2022
～広めよう! 広げよう!
防府の鱧を～

時間／10:00～15:00 
防府市が誇る水産資源「ハモ」の魅力を知り尽くす
企画が盛りだくさんです。■内容：①巨大ハモカイト
掲揚（10:00～）②ぐにゃだこ作り（10:30～、
11:30～、12:30～、13:30～、14：30～）③バ
ルーンにハモを描こう!（11:00～、12:00～、
13:00～、14:00～）④ハモ切り解体ショー
（11:00～）⑤ハモの無料振る舞い（11:30～）⑥
ハモ弁当販売⑦港湾業務艇「おおつ」乗船体験
（10:30～、11:15～、13:00～、13:45～、14：30
～）■料金：無料■定員：①10人（先着）②各回50
人（先着）③各回50人（先着）⑦各回20人（先着）

問い合わせ先／（公社）防府青年会議所
☎0835-23-2798
□HP  http://hofu-jc.org

山口

7月13日（水）～9月12日（月）
企画展
「大内氏の年中行事」

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。様々な年中行事を行ってお
り、中には領国の安定に寄与してたものもありま
す。今回はそのような大内氏の年中行事を紹介し
ます。戦争だけではなく、日常にある行事から大内
氏の治世の状況をご覧ください。■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／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

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／10:00～17:10

7月14日（木）～18日（月・祝）
山陽オートレース場
本場開催

山陽オートでは、7月14日（木）～18日（月・祝）にG
Ⅱレースを行います! 年に数回の大祭典。この機会
にぜひ遊びに来てください。7月22日（金）～25日
（月）も本場開催しています。こちらもお楽しみくだ
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

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／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

7月14日（木）、8月7日（日）、14日（日）
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? 8月は、夏休み企画として、
お子さん向けの作品を上映します。■上映作品：
7/14「山椒大夫」、8/7・14「忍たま乱太郎」■料
金：無料■定員：各日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/
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問い合わせ先／森鷗外記念館
☎0856-72-3210 

津和野

7月16日（土）
鷗外忌講演会
＜日露戦争＞と
『うた日記』

毎年鷗外の命日である7月9日頃に開催する鷗外忌
講演会です。本年度は鷗外没後100年を記念し、歌
会始の選者である歌人・今野寿美氏をお迎えし、「＜
日露戦争＞と『うた日記』」と題してご講演いただき
ます。定員30人で事前のお申し込が必要です。■
参加料：無料■定員：30人■申し込み方法：電話

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 

時間／9:00～17:00

会場／萩市むつみ昆虫王国
           萩市大字高佐下2750-202

7月16日（土）～8月中旬
萩 萩市むつみ昆虫王国

カブトムシに触れることができる「かぶと虫ドーム」
と昆虫採取ができる「昆虫の森」で夏の思い出作
り! ■料金：かぶと虫ドームのみ3歳以上500円

問い合わせ先／萩市むつみ総合事務所
☎08388-6-0211 

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
8日（金）　

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／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

7月15日（金）～17日（日）
第11回秋吉台
音楽コンクール
弦楽器部門 

時間／10:00～

演奏家への登竜門として開催する音楽コンクー
ル。今回は7月に弦楽器部門、9月にテューバ部門
を開催します。今後の飛躍が期待される若手奏者
の熱のこもった演奏は、予選から本選まで入場無料
で公開していますので、お気軽にご来場ください。

問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020

7月16日（土）、8月27日（土）
青年の家天文館
プラネタリウム
（ミノルタMS-10）
「ありがとう投映会」 

山陽
小野田

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～
　　　※上映時間は各回1時間程度

問い合わせ先／宇部市文化振興課 
☎0836-34-8562

毎日できて自分らしいものづくりが楽しめる、「もっ
たいない」をテーマにした無料プログラムや工作
キットを販売します。■料金：無料■：休館日：火曜
（8/16は開館）

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

宇部

7月15日（金）～8月28日（日）

つくる・みる・かんじる
美術室2022
MOTTAINAI
ひろばであそぼう
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時間／①16:00～19:00
　　　②　9:00～13:00
　　　※少雨決行

会場／中央公園（山縣有朋像周辺）
           萩市江向552-2

①7/16（土）、②8/20（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 
□HP  https://www.facebook.com/%E3%81%
Af%E3%81%8E%E3%83%9E%E3%83%
AB%E3%82%B7%E3%82%
A7-100385388098046/

時間／10:00～13:00

会場／須佐地域
           萩市須佐

7月17日（日）
萩 地球を食べる
食堂須佐
ホルンフェルスと
ケンサキイカ

「須佐ホルンフェルスとケンサキイカ」をテーマに
“大地と人のつながり”に触れ、大地と向き合うこと
の大切さを学ぶ体験型講座です。■料金：未定■定
員：15人■申し込み方法：HPの専用フォーム
（https://forms.gle/V7Vsd5KW9knERcti6）
または電話

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/hgu/
earth_dining/

7月16日（土）
山陽小野田市文化協会
自主文化事業
山陽小野田に
オペラがやってくる! 
～キルスティン・シャベス
による「カルメン」
インサイドアウト
（語りと演奏）～

山陽
小野田

会場／不二輸送機ホール大ホール
          山陽小野田市大字郡1754
          （JR厚狭駅新幹線口前）
時間／14:00～（13:00開場）

（ピアノ）、浜田嘉生（バリトン）、内山望美（ソプラ
ノ）、清水郁夫（フラメンコギター）、棟久木綿佳（ピ
アノ）■プログラム：第1部/馴染みのあるオペラよ
り抜粋、第2部/キルスティン・シャベスによる♪カ
ルメン♪インサイドアウト（語りと演奏）～オープニ
ング～子どもたちによるアンサンブル※新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、手指消毒・マスク
の着用や検温など、ご理解とご協力をお願いしま
す。■入場料：全席自由、一般前売2,500円（当日
500円増）、大学生以下前売1,000円（当日同
額）、未就学児は無料※7/10+7/16セット割ダブ
ルチケット5,000円（文化協会賛助会員・個人会員
は500円引）■チケット販売所：不二輸送機ホー
ル、山陽小野田市民館、おのだサンパーク、イトオ
楽器店、宇部市文化創造財団、フジグラン宇部

4時間のオペラを1時間くらいにまとめてあり、ハイ
ライトのみが聞けます。カルメンの視点でカルメン
自身がオペラを進めていく、魅惑なカルメンの世界
をあなたに。■出演者：スペシャルゲスト/キルス
ティン・シャベス（メゾソプラノ）、チャオ・ゼング・ゴー

問い合わせ先／山陽小野田市文化協会
☎0836-39-5665
□HP  https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/
bunka-kaikan/opera.html

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年もの長きに渡り、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。後半の日程は決まり次
第お知らせします。■観覧料：無料■定員：①②各
50人（先着）■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。 

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

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。7月17日（日）、8月21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

7月17日（日）、8月21日（日）
れきみん
ファミリーデー! 

時間／①10:00～13:00
　　　②12:00～15:00
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問い合わせ先／桑原史成写真美術館
☎0856-72-3171 

今年は、昭和47年（1972年）5月15日に沖縄が本
土に復帰して50年となる節目です。桑原史成が取
材で沖縄に初めて渡航したのは復帰5年前の
1967年で、当時の沖縄にはパスポートとは別の
「身分証」という手帳を日本政府から発行してもた
わなければなりませんでした。現地で使用するお金
は米ドルで、1米ドルが360円だったと桑原氏は
語っています。今回の展示は、雑誌の企画で「基地
の沖縄」を取材テーマに撮影した嘉手納空軍基地
や普天間飛行場（米海兵隊）などの基地の周辺で生
活する人達、また復帰後の沖縄の人びとの生活に
カメラを向け記録した写真を展示します。■入館料：
一般300円、中高生150円、小学生100円■休館
日：3・6・9・12月の第3木曜

会場／桑原史成写真美術館
　　　島根県鹿足郡津和野町後田71-2

津和野

7月22日（金）～10月19日（水）
本土復帰50年
第2期「沖縄」

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

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■入場料：自由席1,000円※財団会員
300円引、当日300円高■プレイガイド：アスピ
ラート、三友サルビアホール（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/

山口

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）

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

時間／13:30～14:00

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

7月17日（日）、8月21日（日）
さんさんおはなし会

時間／14:30～15:00 
毎月第3日曜日（家庭の日）に開催する、防府図書
館職員によるおはなし会です。ご家族みんなで、
絵本や紙芝居、手遊びなどを楽しんでみません
か? 参加無料・申込不要ですので、お気軽にお越
しください。■料金：無料■定員：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/

期間中随時、第29回UBEビエンナーレ（現代日本
彫刻展）出品作品15点の屋外設置をご覧いただけ
ます。2年に1度の貴重な設置風景! この機会にぜ
ひお越しください! ■料金：無料

会場／UBEビエンナーレ彫刻の丘
           宇部市野中3-4-29

宇部

7月19日（火）～29日（金）

野外彫刻がやってくる！
設置風景を見てみよう! 

問い合わせ先／宇部市文化振興課 
☎0836-34-8562

クショップ「和とじでじゆうちょうをつくろう」①
9:30～②13:00～、定員先着各4組（要予約）、
料金1組500円、はさみ持参■7月30日（土）、8
月7日（日）：「昔のおもちゃを作ろう」10:00～
16:00の間いつでも作れます。材料がなくなり次
第終了。参加無料で、完成品は持ち帰りできま
す。■7月31日（日）：小学4～6年親子ワーク
ショップ「いえのしくみを知って住んでみたいゆめ
のお部屋を考えよう」10:00～12:00、定員5組
（先着、要予約）、料金1組500円、えんぴつ・消し
ゴム・色えんぴつ持参■8月6日（土）：昔なつかし
お手玉会の中村信子さんと「お手玉あそび体験
会」①13:00～②14:30～、定員先着各10人程
度（要予約）、参加無料■8月27日（土）：「チャレ
ンジ! 紙ずもう」10:00～16:00の間いつでも紙
ずもうで遊べます。参加無料。土俵、紙の力士は
維新館で用意します。■8月28日（日）：「ジャグ
ラーわさびさんとあそぼう!」13:00～17:00の間
いつでもジャグリングを見たり体験したりできま
す。小学生対象で参加無料。■申し込み開始日：7
月4日（月）（ワークショップ2件とお手玉あそび体
験会）■申し込み方法：電話・メール・来館のいず
れか■休館日：火曜（祝日の場合は開館、翌平日
振替休館）

十朋亭維新館本館展示室の企画展「学びと遊び
の幕末維新」（7月6日～9月26日）に合わせた夏
休み企画として、当館内の「杉私塾」に、昔のおも
ちゃ遊びなどが楽しめる学びと遊びの交流スペー
ス「あそばんだい」を開設します。山口ゆかりの志
士や幕末期の出来事を盛り込んだオリジナルの
ぬり絵、間違い探し、クロスワードパズルなども用
意。幕末維新史に関する小説や歴史漫画等の閲
覧もできます。夏休み期間中の週末には小学生向
けワークショップやイベントも館内各所で行いま
す。詳しくはHPをご覧ください。■7月23日
（土）、8月21日（日）：オリジナル紙芝居「十朋亭
とふたりの志士」上演13:00～（追加上演予定あ
り）、観覧無料。■7月24日（日）：小学生親子ワー

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112

山口

7月20日（水）～8月31日（水）
企画展
「学びと遊びの幕末維新」
連動夏休み企画
「あそばんだいde夏休み」

時間／9:00～17:00

問い合わせ先／十朋亭維新館
☎083-902-1688
　jippotei@wind.ocn.ne.jp 
□HP  https://jippotei-ishinkan.jp/
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時間／10:00～
会場／菊ヶ浜沖

7月24日（日）
萩 萩ヨットレース
「萩焼カップ」2022

萩市菊ヶ浜沖を会場に、島々を廻る二つのコース
（レーシングクラス・クルージングクラス）で競われ
ます。北長門海岸国定公園に指定されている萩の
美しい海と、海上に浮かぶ色とりどりのセールをお
楽しみください。※参加申し込みは終了

問い合わせ先／萩ヨットレース実行委員会事務局
☎090-4693-2947
□HP  https://www.hagishi.com/search/
detail.php?d=900022

時間／10:00～16:00 

会場／萩博物館　講座室
           萩市堀内355

7月25日（月）
萩 キレイな貝で
インテリアづくり

いろいろな貝殻を使ってフォトフレームを飾り付け
たり、ストラップなどを作ったりします。予約不要で
すが、材料がなくなり次第終了■料金；100～350
円（製作物によって異なります。直接会場でお支払
いください）※あわせて特別展をご覧になる場合は
別途展示観覧予約と観覧料が必要です。

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

問い合わせ先／ときわ動物園
☎0836-21-3541 

山口大学共同獣医学部獣医解剖学教室　骨をみ
ればわかることがある!（7/31・8/11ワークショッ
プ）■料金：無料■休館日：火曜（8/16は開館）

時間／9:30～17:00

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

7月23日（土）～8月21日（日）

骨ホネときわ動物園 

問い合わせ先／ときわ動物園
☎0836-21-3541 

秋吉台サファリランド、周南市徳山動物園、ときわ動
物園の動物や風景を描こう。■料金；無料（対象の絵
を描く際の入園は本人のみ無料）■休園日：火曜
（8/16は開館、9/5は臨時閉館）

時間／9:30～17:00

会場／ときわ動物園
           宇部市則貞3-4-1

宇部

7月23日（土）～9月9日（金）

第68回
山口県児童・幼児
動物画コンクール 

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、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／笑顔満開通り
　　　（アスピラート・ルルサス防府）周辺
           防府市戎町1-1-28、
           防府市栄町1-5-1 

防府

7月30日（土）
夏の幸せます
フェスタ2022
防府おどり

時間／18:00～20:30 

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

山口の夏の風物詩ちょうちんを、和紙や画用紙、
折り紙など様々な紙を使ってつくります。夏休み
の工作にもぴったりなオリジナルちょうちんを一
緒に作りましょう! ■料金：600円（大広間入館料
を含む）■定員：10組20人■申し込み方法：電話
■応募要件：小学生（保護者同伴）■申し込み開
始日：7月16日（土）

会場／山口市菜香亭会議室 
          山口市天花1-2-7

山口

7月30日（土）
親子でワークショップ
「紙でつくるちぎり絵
ちょうちんワークショップ」

時間／10:00～11:30

山口

7月28日（木）～10月2日（日）
特別企画展
「坂口安吾と中原中也
――風と空と」

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

坂口安吾と中原中也は、昭和7年に出会い、間もな
く交友を深めました。本展では、語学学校アテネ・
フランセ、酒場ウィンゾアー、雑誌「紀元」、作家の
牧野信一や檀一雄など、安吾と中也の接点となる
場所・雑誌・人物を基点にして、二人の交友を紹介
します。また、「風」や「空」などのキーワードから、
作品の共通点や相違点を浮き彫りにすることで、
私たちの心に響く二人の文学の魅力に迫ります。
■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 

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
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防府の夏を代表するお祭り「防府おどり」を3年ぶ
りに開催します。当日は各団体・企業によるおどりの
披露や観客も参加して楽しめる「自由参加タイム」
を予定しています。■料金：無料

問い合わせ先／幸せますフェスタ実行委員会
☎0835-25-4547

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

夏休みの自由研究として、布を藍染めする講座を
行います。■料金：200円■定員：15人（各日）■
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受付。応募多数
の場合は抽選。■応募要件：小学3年生～中学生
■申し込み期限：7月29日（金）必着

山口

8月6日（土）、7日（日）
れきみん小中学生向け
夏休み自由研究講座 

会場／山口市歴史民俗資料館 
          山口市春日町5-1
時間／13:00～16:00

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
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

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

開館30周年を迎えた赤れんがの歴史や催し物な
どのパネル展を開催します。■料金：無料

会場／クリエイティブ・スペース
　　　赤れんが　ホールⅠ 
          山口市中河原町5-12

山口

8月9日（火）～11日（木）
企画展
「赤れんがのあゆみ展」

時間／9:00～17:00
　　　（初日のみ10:00～） 

問い合わせ先／クリエイティブ・スペース赤れんが
☎083-928-6666 
□HP  http://www.akarenga.justhpbs.jp/

ポップの得意な店員さん「モリ姉ぇ」のイラスト展
を昨年に引き続き今年も開催します。お菓子擬人
化イラストなどオリジナルイラストの展示だけで
なく、使用画材から制作過程まで、モリ姉ぇのこと
がまるっと分かる展示です。好きなイラストで作る
缶バッチワークショップ（申し込み不要・先着順）
やモリ姉ぇのライブペインティング、館内クイズラ
リーなど楽しいイベントも予定しています。■休
館日：火曜

会場／山口市菜香亭会議室
          山口市天花1-2-7

山口

8月6日（土）～12日（金）
シン・モリ姉ェノ瞳

時間／9:00～17:00
　　　（最終日のみ16：00まで）

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

会場／防府競輪場
           防府市国分寺町8-2

防府

8月6日（土）
自転車祭り2022
～競輪場でチャレンジ～ 

時間／12:00～16:00 

■デュアルトライアル：自転車で行う障害物レース
です。自転車や小さいお子様向けのキックバイクで
も参加いただけます。■バルーンコース体験：キッ
クバイクや自転車でバルーンコースを体験します。
■模擬レース体験会：オンラインでアウトドアサイク
リングと同じ体験ができます。■ロードバイク乗り
方教室：自転車で競輪場33バンクを体験します。※
14時開始（13時50分集合）■競輪場内歩行体験
会：競輪場33バンクを歩いてみます。※14時開始
（13時50分集合）■料金：参加料500円■定員：
100人（先着）■申し込み方法：FAX■応募要件：自
転車・キックバイクに乗ることができるお子様

問い合わせ先／防府市スポーツ協会
☎0835-23-4510　FAX0835-25-5578

防府

8月13日（土）
TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE ‘T’ TOUR 2022
Romanticist

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
時間／17:30～（開場16:30）
田原俊彦のコンサートツアーが防府で開催! デ
ビュー以来数々のヒット曲を送り出し、歌も踊りもそ
してトークでも観客を魅了してきた田原俊彦。キレ
のあるダンスと甘いハーモニーは今もなお健在で
す。独立後も精力的に活動し、6月22日にはニュー
シングル「ロマンティストでいいじゃない」をリリー
スしました。輝き続ける田原俊彦の華やかなステー
ジをお楽しみください。■入場料：全席指定8,000
円※当日500円高、財団会員500円引※2歳以下
のお子様は保護者1人につき1人まで膝上鑑賞無
料■プレイガイド：アスピラート、三友サルビアホー
ル（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（Pコード:214-647）、
ローソンチケット（Lコード:63178）、イープラス 時間／10:00～15:00 

会場／萩市むつみ物産販売交流施設
　　　　萩市大字高佐下2203-9

8月7日（日）
萩 むつみひまわり
ロードフェスタ

4.3haのほ場に30万本のひまわりが咲き誇りま
す。会場では地元産新鮮野菜の販売をはじめ飲食・
物販の販売が行われます。会場内にはひまわりの
迷路（無料）や、ひまわりのスケッチ体験（参加無
料）も行われます。■料金：無料

問い合わせ先／萩市むつみ総合事務所
☎08388-6-0211 



1 1

2 0 2 2 . 7 _ J u l .

防府

8月21日（日）
天童よしみコンサート
2022 Go Home
～あなたの大切な街へ
あなたに届けたい～

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

時間／①12:45～（開場12:00）
　　　②16:45～（開場16:00）
天童よしみの防府振替公演が決定! 幼いころから
「ちびっこのど自慢」で優勝するなど、実力が認め
られ長年にわたって活躍を続けている天童よしみ。
2022年には記念すべきデビュー50周年を迎えま
す。ますます力強く輝く歌声を、ぜひ会場でお楽し
みください。■入場料：全席指定6,500円※当日同
額、未就学児入場不可■2022年2月12日（土）開
催のチケットをお持ちの方は、そのまま振替公演に
て、チケットをご使用いただけます。■プレイガイド：
アスピラート、三友サルビアホール（防府市公会
堂）、チケットぴあ（Pコード:203-572）、ローソン
チケット（Lコード:61557）、イープラス
問い合わせ先／防府市地域交流センター　アスピラート
☎0835-26-5151 
□HP  http://aspirante-hofu.com/

山口

8月18日（木）～28日（日）
企画展
「TANAKA　YONEKICHI
Exhibition
田中米吉という宇宙」 

問い合わせ先／クリエイティブ・スペース赤れんが
☎083-928-6666
□HP  http://www.akarenga.justhpbs.jp/

【赤れんが開館30周年記念事業】2021年1月に
95歳で亡くなられた現代彫刻家・田中米吉氏の、最
後の作品や制作途中だった未発表の作品などを展
示します。■料金：無料■休館日：月曜、祝日の翌日

会場／クリエイティブ・スペース
　　　赤れんが　ホールⅠ、Ⅱ 
          山口市中河原町5-12
時間／9:00～17:00 

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

山口市内で、令和元～３年度にかけて発掘調査し
た成果を出土品とともに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）

会場／山口市歴史民俗資料館 
          山口市春日町5-1

山口

8月18日（木）～9月19日（月・祝）
発掘速報展2022 

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30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/

時間／19:30～21:30 

会場／大照院
　　　　萩市椿青海4132

8月13日（土）
萩 萩・万灯会（迎え火）

13日の「迎え火」は、大照院が舞台となります。大
照院には、萩藩初代藩主・毛利秀就と、2～12代の
偶数代藩主夫妻が祀られており、国指定史跡であ
る墓所には、藩士らが寄進した600数基の石灯籠
が整然と並んでいます。

問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  https://www.hagishi.com/mantoue/

時間／19:30～21:30 

会場／東光寺
　　　　萩市椿東1647

8月15日（月）
萩 萩・万灯会（送り火）

15日の「送り火」は、東光寺が舞台となります。東
光寺には、萩藩3～11代の奇数代藩主夫妻が祀ら
れており、国指定史跡である墓所には、藩士らが寄
進した500数基の石灯籠が整然と左右均等に並ん
でいます。
問い合わせ先／東光寺
☎0838-26-1052
□HP  https://www.hagishi.com/mantoue/

開放的な景色でのランニング、サイクリング、自然
の中でのヨガ、スラックライン。また施設を活用し
たボルダリングや自然が作り出した巨大な岩登
り、SUPを使ったトレーニング。そして、地元の美
味しい食材を使った食事をしながら山口市南部地
域を巡り、楽しく体を鍛えましょう。■料金：両日各
8,000円（税込）■定員：両日各10人（最少催行
人数5人）■申し込み方法：メール■応募要件：18
歳以上■申し込み期限：7月26日（火）

会場／山口市南部地域
山口

8月27日（土）、28日（日）
筋肉ヴィレッジ2022 

時間／①8月27日：7:45（受付）～18:00
　　　②8月28日：8:15（受付）～17:15

問い合わせ先／（一財）山口観光コンベンション協会
☎083-933-0088
　info@yamaguchi-city.jp


