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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
秋吉台国際芸術村×サィサィみとう
壁画プロジェクト

9月17日（土）～10月1日（土） 

山陽小野田市

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 

9月11日（日）、
12月11日（日）

萩市

あなたが主役!
萩市みんなの
アート展2022 

9月1日（木）～29日（木）
津和野町
人々の暮らしの詰まった
『旅の絵本』展　第3期 
安野光雅美術館

9月9日（金）～12月7日（水）

山口市

山口ゆらめき
回廊

9月17日（土）、
24日（土）

防府市

特別企画展
「山頭火と
芭蕉・良寛
～尊敬した
先人たち～」

9月4日（日）～
12月5日（月）

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

井田勝己
彫刻展
時のかたち

9月16日（金）～
11月27日（日）
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防府

9月4日（日）まで
毛利博物館企画展
「大河ドラマ放映
25周年記念
毛利元就の生涯」

会場／毛利博物館
           防府市多々良1-15-1

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）
大河ドラマ｢毛利元就｣が放映されたのは25年前の
こと。人間元就の魅力を紹介したこのドラマ以降、
一般の元就像は大きく変わりました。遺品からわか
る元就の実像を紹介します。■入館料：大人700
円、小中学生350円（博物館・庭園共通：大人
1,000円、小中学生500円※団体料金（20人以
上）はそれぞれの料金の10％引き）

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／ときわ動物園
☎0836-21-3541 
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

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）■休館日：火曜

会場／ときわ動物園
           宇部市則貞3-4-1

宇部

9月9日（金）まで

第68回
山口県児童・幼児
動物画コンクール

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いたものもありま
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）

山口

9月12日（月）まで
企画展
「大内氏の年中行事」

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

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

9月19日（月・祝）まで
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、いつの世も人々を魅了する
「貝」。世界から日本、そして萩の貝約2千種類、約
2万点を一堂に展示! 会場入口で配られるカードに
書かれたミッションをクリアしながら巡る、体験型の
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：HP

問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/
event/202206_summer/index.html#

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～令和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

9月19日（月・祝）まで
発掘速報展2022 

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

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

防府

9月25日（日）まで
スポット展　特別公開
「小惑星『リュウグウ』
サンプルレプリカ」

時間／9:30～17:00
　　　（入館は16:30まで）
2020年12月6日、小惑星探査機「はやぶさ2」
は、小惑星「リュウグウ」のサンプルの入ったカプ
セルを無事地球に帰還させ、ミッションは成功しま
した。この度、JAXA宇宙科学研究所などの協力
により、「リュウグウ」のサンプルのうち、3番目に
大きなサンプルのレプリカが製作され、公募が行
われました。当館もこの公募に応募した結果、採
択され、貴重なサンプルのレプリカ（実物大二つ、
10倍サイズ一つ）を入手することができました。
これを機会に、改めて小惑星探査機「はやぶさ2」
の偉業や小惑星「リュウグウ」を紹介するととも
に、サンプルレプリカを展示します。なお、9月23
日（金・祝）午後1時から、宇宙の日に合わせて特
別講座「はやぶさ2と小惑星探査」の講演会を開
催します。詳しくは、ソラールのホームページをご
覧いただくか、お電話でお問い合わせください。
■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■休館日：毎週
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

9月26日（月）まで
企画展「学びと遊びの
幕末維新」
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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■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

山口

10月2日（日）まで
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

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
　　　2階展示室
          防府市桑山2-1-1

10月2日（日）まで
文化財郷土資料館　
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）

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/

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

通年、12月4日（日）
萩 第4回萩検定
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時間／初級：
　　　2023年3月31日（金）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
コースは、初級・中級・上級の3コースです。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。4科目（自然、文化、歴史、幕末維新）の
うち、興味にあわせて1科目から受検できますので、
気軽にチャレンジしてみてください。萩検定問題集
（公式テキスト）は、「Amazon」または萩市内各所
で購入できます。詳しくは萩検定ホームページ
（https://hagikentei.com）をご覧ください。■受
検料：初級は無料（通信料自己負担）、中級・上級は1
科目につき1,000円（高校生以下500円）■申し込
み方法：初級は不要　※ネットが使えない場合は郵
送可。初級問題送付希望の旨を記入した紙と返信
用封筒(140円切手貼付、住所・氏名を記入したも
の）を検定事務局まで送付。中級・上級は萩検定HP
の専用申込フォームまたは申込用紙（HPからダウ
ンロード可）を郵送、FAXで検定事務局まで送付。
■応募要件：初級：どなたでも、中級：当該科目の初級
合格者、上級：当該科目の中級合格者■申し込み期
限：中級・上級は11月14日（月）必着

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

9月1日（木）～29日（木）
萩 あなたが主役! 
萩市みんなの
アート展2022 

時間／10:00～18:00
　　　（最終日のみ16:00）

会場／萩・明倫学舎3号館2階
           萩市江向602（萩市役所前）

萩市の文化振興の発展・啓発のために、市民の皆
さんが、ジャンルを問わず創作した作品を展示で
きる専用の市民ギャラリーを萩・明倫学舎3号館2
階に開設しました。そのオープニング企画として、
市民の皆さんや市にゆかりのある方から広く募集
した作品、平面（絵画）・立体（工芸）・書・写真の展
示を行います。■料金：無料

問い合わせ先／
萩市教育委員会事務局　文化・生涯学習課
☎0838-25-3511

防府

9月4日（日）～12月5日（月）
種田山頭火生誕140年・
山頭火ふるさと館開館
5周年記念特別企画展
「山頭火と芭蕉・良寛～
尊敬した先人たち～」

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

種田山頭火生誕140年。山頭火が生きていた時
代から長い時間が経った今も、その句は新鮮さを
失っていません。その背景には実は、山頭火より
さらに前の時代を生きた先人たちへの意識があり
ました。中でも、漂泊の俳人として句も愛読してい
た松尾芭蕉や、禅僧として意識していた良寛につ
いては、特によく思いを馳せています。彼らの句
や生き方から山頭火がどのように影響を受けてい
たのか、貴重な直筆の資料とともに紹介します。
現在、山頭火ふるさと館および防府市まちの駅う
めてらすにて前売券を販売中です。■料金：前売
大人200円、小・中・高校生100円、当日：大人
300円、小・中・高校生150円※未就学児は無料
※障害者手帳等をお持ちの方は手帳の提示によ
り無料（介護人1人までを含む）※20人以上の団
体は2割引き※防府観光コンベンション協会会員
は2割引き※各種割引の併用および前売りからの
割引は不可。■休館日：毎週火曜（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
　　　（展示室への入室は17:30まで）

山口

9月4日（日）
発掘速報展2022
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/

発掘速報展2022の展示解説を、発掘担当者が行
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／13:30～14:30

問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355 
□HP  https://ube-bunzai.jp/

国内外で活躍する指揮者、小宮健志郎を迎え、
シューマン作曲交響曲第3番「ライン」などをお楽し
みいただきます。■料金：自由席：大学生以上1,000
円、高校生以下500円※未就学児入場不可

時間／14:00～16:00
　　　（開場は13:00）

会場／宇部市渡辺翁記念会館
           宇部市朝日町8-1

宇部

9月4日（日）

第55回宇部市芸術祭
宇部市民オーケストラ
クラシックの午後 
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大内文化ゾーン内の4か所に設置された大内の
お殿様シールを集めるラリーを開催します。シー
ルをコンプリートして香山公園前観光案内所に行
くと、大内氏関連グッズが当たるガチャが回せま
す。■料金：無料

会場／山口市大殿地区周辺

山口

9月8日（金）～12月28日（水）
お殿様シールラリー
キャンペーン

問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-4155　

問い合わせ先／安野光雅美術館
☎0856-72-4155

第1展示室では、初公開の『旅の絵本/中部ヨー
ロッパ編』を展示します。本作は、レンガ1枚、草
の1本までが緻密に描かれた世界を堪能できま
す。安野さんのこだわりが詰まった全23点の作品
を、どうぞお楽しみください。■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

9月9日（金）～12月7日（水）
人々の暮らしの
詰まった
『旅の絵本』展
第3期

時間／9:00～17:00

防府

9月10日（土）～10月23日（日）
毛利博物館企画展
「毛利家と狩野派の
絵師たち」

会場／毛利博物館
           防府市多々良1-15-1
時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）
江戸時代に雪舟を画聖と崇拝し、その水墨画に学
んだのは、江戸時代に幕府や各藩の御用を務めた
狩野派でした。毛利家伝来の狩野派や、影響を受
けた雲谷派の絵画を公開します。■入館料：大人
700円、小中学生350円（博物館・庭園共通：大人
1,000円、小中学生500円※団体料金（20人以
上）はそれぞれの料金の10％引き）

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／津和野町役場商工観光課
☎0856-72-0652
□HP  https://tsuwanobiyori.studio.site/

つわの栗の栗ひろいイベントを町内園地により開催
いたします。予約制となりますので、事前のご予約
をお願いします。■料金：小学生以上1,000円、未
就学児無料※１組10人まで、30分毎に1組入場■
申し込み方法：HP■申し込み期限：9月10日・11日
は9月9日（金）午後5時、9月17日・18日は9月16
日（金）午後5時※定員になり次第締め切り

会場／中原集会所
　　　津和野町高嶺

津和野

9月10日（土）、11日（日）、
17日（土）、18日（日）
つわの栗ひろい体験

時間／10:00～14:00受付
　　　（雨天時は中止）

「演劇づくり」ワークショップの一環として、舞台
の照明について様々な角度から照らして学びま
す。「光」と「影」を感じたり魅力を引き出したり、
楽しみながら確かめてみましょう。■料金：500円
■定員：先着15人■申し込み方法：電話■応募要
件：中学生以上■休館日：毎週月曜、祝日の翌日

会場／C・S赤れんが
          山口市中河原町5-12

山口

9月10日（土）
赤れんが演劇days
照明ワークショップ
「役者をステキに
照らしてみよう!」 

時間／①15:00～16:30
　　　②19:00～20:30 

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/

今年度、英雲荘では夜間公開を3回実施します!
（第1弾：9月10日（土）、第2弾：10月7日（金）～
10月10日（月・祝)、第3弾：11月3日（木・祝））“三
度の月見”コンプリートで記念品をプレゼント。中
秋の名月を英雲荘で眺めてみませんか? （※ライ
トアップは第2弾のみ実施します）■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
□HP  https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
soshiki/40/

会場／英雲荘
          防府市お茶屋町10-21

防府

9月10日（土）
英雲荘“三度の月見”
イベント第1弾
～十五夜編～

時間／16:30～20:00
　　　（入館は19:30まで、
　　　9:30～16:30は通常通り開館）

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

山口

9月11日（日）、23日（金・祝）
YCAMオープンラボ
2022：遍在する
アートセンター

時間／日程により異なる
今日におけるアートや研究開発、公共文化施設の
あり方を捉え直すトークイベントです。さまざまな
分野で創造性と公共性について考察してきたゲ
ストを招き、トークやディスカッションを通してこ
れからのYCAMの姿について構想していきます。
■料金：無料（要申込）

問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222
□HP  www.ycam.jp
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会場／防府市地域交流センター
　　　アスピラート 3F 
　　　音楽ホール
           防府市戎町1-1-28 
           笑顔満開通り

防府

9月11日（日）
石田組ツアー
2022/2023
硬派弦楽アンサンブル
「石田組」

時間／14:00～（開場13:00） 

©Hikaru.☆

神奈川フィルハーモニー管弦楽団首席ソロ・コン
サートマスターの石田泰尚氏率いる、男のみの弦
楽アンサンブル“石田組”が山口県初上陸! クラ
シックからロックまで幅広い楽曲をお届けします。
■入場料：全席指定一般5,000円、高校生以下
2,500円※当日500円高、財団会員500円引※未
就学児入場不可■プレイガイド：アスピラート、三友
サルビアホール、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：218-703）、ロー
ソンチケット（Lコード：63281）

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／森鷗外記念館
☎0856-72-3210

津和野

9月13日（火）～
2023年4月9日（日）
鷗外没後
100年特別展示

2022年、鷗外没後100年を迎えました。それを記
念し、特別展として当館に収蔵している貴重資料
を前期・後期に分けて公開します。鷗外の筆遣いを
感じる扁額、書幅や原稿類、天皇からの下賜品や
勲章、愛用していた日用品や衣類などを中心に展
示します。■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
時間／9:00～17:00 

山口

9月14日（水）～
10月10日（月・祝）
企画展
「菜香亭に伝わる
狩野派展」

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
祇園菜香亭は多くの掛軸や屏風を所蔵していま
す。多くの所蔵品の中には室町時代から江戸時代
にかけて400年間も日本画壇の中心となって、隆
盛を誇った一派である狩野派の作品も残されてい
ます。狩野派は京都や江戸といった政治・文化の
中心地だけでなく、地方にもその画風を受け継い
だ者もいました。また、狩野派は雪舟を師としてお
り、山口に縁がある一派であるといえましょう。本
展では祇園菜香亭に伝わった狩野派関連の作品
を一挙展示するとともに、菜香亭にてどのように
利用されていたか紹介します。■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／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

9月16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：「イ
ンディ・ジョーンズ　最後の聖戦」■料金：無料■
定員：先着15人

問い合わせ先／三哲文庫防府市立防府図書館
☎0835-22-0780 
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

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

9月16日（金）～11月27日（日）

井田勝己彫刻展 
時のかたち

①9月11日（日）、
②12月11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　
第2弾】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

山陽
小野田

会場／【集合場所】
　　　①須恵地域交流センター
          　 山陽小野田市中央4-4-4
　　　②赤崎地域交流センター
          　 山陽小野田市赤崎1-1-1
時間／9:00（受付8:45～）～12:00
　　　※小雨決行
船木代官所から刈屋の港を結ぶ江戸時代に作られ
た木戸刈屋道をガイドします。歴史を感じる街並み
と風情をお楽しみください! ウォーキング後は地元
のカフェでちょっと一息。※4㎞程度歩きます。歩き
やすい服装で飲み物を持参してください。 ■料金：
2,000円（カフェ代込み）■定員：各日先着10人（3
人未満不催行）■申し込み方法：電話またはメール
■申し込み期限：各開催日の1週間前

問い合わせ先／山陽小野田観光協会事務局
（シティセールス課内）
☎0836-82-1313
　kankou@city.sanyo-onoda.lg.jp
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会場／①山口情報芸術センター
　　　　［YCAM］サテライトA
          　 山口市駅通り1-5-25
　　　②常栄寺雪舟庭
          　 山口市宮野下2001

山口

9月17日（土）～12月25日（日）
Yamaguchi 
Seasonal 2022

時間／①10:00～18:00
　　　　（water state 1）
　　　②10:00～16:30
　　　　（Forest Symphony）

山口情報芸術センター［YCAM］がこれまで制作
／発表してきたインスタレーション作品を、山口
市の中心市街地や史跡で公開する展覧会です。
音楽家・坂本龍一が制作に携わった二つの作品を
再展示します。■料金：無料■休館日：火曜

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

山口

9月17日（土）
講演会
「大内義弘とその時代」

会場／山口市菜香亭大広間
          山口市天花1-2-7

時間／17:30（受付開始）～20:00
大内義弘は室町幕府に従って功績を挙げ、足利氏
一門に准じるまでの待遇を得ましたが、最終的に
応永の乱で足利義満に滅ぼされます。本講演では
義弘の動向をその時代背景とともに読み解きま
す。■料金：200円■定員：60人■申し込み方法：
電話■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／宇部市文化振興課 
☎0836-34-8562
□HP  https：//ubebiennale.com

第16回現代日本彫刻展大賞受賞作家による展覧
会です。【ギャラリートーク】ときわ湖水ホールアー
トギャラリー　9月16日（金）10:00～：井田勝己さ
んと一緒に展覧会を鑑賞します。10月16日（日）
14:00～：学芸員と一緒に展覧会を鑑賞します。
【ライブラリートーク】ときわミュージアムUBEビエ
ンナーレライブラリー　11月27日（日）14:00～
15:30：登壇者：井田勝己、野中明、日沼禎子■料
金：無料■休館日：火曜

時間／10:00～16:00

問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355
□HP  https://ube-bunzai.jp/

市民から募集した平面・立体・その他の美術作品の
展示をお楽しみください。■入場料：無料

時間／10:00～18:00
　　　（最終日は16:00）

会場／宇部市文化会館
　　　第1・2・3展示室
           宇部市朝日町8-1

宇部

9月16日（金）～19日（月・祝）

第54回宇部市芸術祭
宇部市美術展覧会

会場／ショッピングセンター
　　　サィサィみとう
          美祢市美東町大田5439-1

美祢

9月17日（土）～10月1日（土）
秋吉台国際芸術村×
サィサィみとう
壁画プロジェクト

「道の駅みとう」の隣、スーパーマーケット「サィ
サィみとう」の外壁に大きな壁画を描くプロジェクト
が進行中です。スコットランド在住のアーティスト、
スクリチェ・アグニェシカさんと県内大学生が2週間
にわたる共同制作で壁画を完成させます。

山口

9月17日（土）～11月27日（日）
特別展　
染色作家「藤津八重子」
回顧展

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/

藤津八重子さんは、山口市嘉川で創作活動をされ
ている御年91歳を迎えた染色作家です。「ろうけ
つ染め」と呼ばれる伝統的な染色方法を用い、特に
「彼岸花」を題材とする作品で知られています。今
回の特別展は、この春の出品を最後に半世紀に渡
る工芸家人生に幕を下ろした藤津さんの染色人生
を振り返る回顧展として、初入選から最後の作品を
含む全14点を公開します。■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）

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）

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

9月17日（土）、10月15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 
□HP  https://www.facebook.com/
%E3%81%Af%E3%81%8E%E3%83%9E%
E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A7-
100385388098046/

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

9月17日（土）、24日（土）
山口ゆらめき回廊

会場／香山公園
　　　（国宝瑠璃光寺五重塔）
          山口市香山町7-1
時間／18:30～21:00
国宝瑠璃光寺五重塔のある香山公園の散策路に
約1,000個のキャンドルが灯され、ライトアップさ
れた五重塔の姿とキャンドルが融合した幻想的な
雰囲気が演出されます。心地よい秋の夜風に吹か
れながら、ゆらめく灯りをお楽しみください。お茶
会やゲストによるコンサートなど日替わりのおもて
なしもお楽しみいただけます。■料金：無料

問い合わせ先／【総合】大路ロビー
☎083-920-9220
【当日】香山公園前観光案内所
☎083-934-6630
□HP  http://ojilobby.jp

問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001
□HP  http://yrekimin.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。9月のテーマ：「手織りコースター」、10月の
テーマ：「石うす・薬研」■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

9月18日（日）、10月16日（日）
れきみん
ファミリーデー! 

時間／①10:00～12:00
　　　②13:00～15:00

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-37-2888
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

園芸に関することの相談を受け付けます。■料金：
無料

時間／①10:00～12:00
　　　②13:00～16:00

会場／ときわミュージアム
           宇部市野中3-4-29

宇部

9月18日（日)

園芸相談

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

9月18日（日）、10月23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：先着7組

問い合わせ先／三哲文庫防府市立防府図書館
☎0835-22-0780
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

9月20日（火）
産業観光バスツアー
大人の社会見学
【食・山陽小野田】
「山陽小野田の知食体験
～地元産ワインと
新鮮野菜を満喫～」

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／9:00～17:30
山陽小野田の美味しい1日♪野菜の収穫＆ピザ作
り体験、シクラメンハウスの見学、ブドウ収穫体験
と盛りだくさんです。山陽小野田市で作られている
自慢の野菜、加工食品、スイーツにワイン、身近な
食べ物を“知って”“おいしく食べる”ことを“頭”と“カ
ラダ”で学ぶ「知食体験ツアー」です。■ルート：
（有）グリーンハウス※おのだネギ三昧⇒【昼食】
（株）花の海⇒西海食品（株）浜のてんぷら屋⇒二
井観光ブドウ園⇒山口ワイナリー■参加料：
13,800円■定員：10人（最少催行人員10人）■
申し込み方法：HPまたは電話（（株）船鉄観光旅行
社おのだサンパーク店：0836-83-3275）※予約
状況等についてはHPをご覧ください。※申し込み
の前にHP掲載の参加条件等をご確認ください。■
申し込み期限：9月6日（火）

問い合わせ先／
宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会　
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

9月25日（日）、
10月23日（日）、11月6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　第2弾】
世界に一つだけの
ガラス作品づくり& 
おしゃれなレストランで
ティータイム

山陽
小野田

会場／きららガラス未来館
          山陽小野田市大字小野田
          7534-4（焼野海岸）
時間／12:30～15:15
　　　（受付は12:15～）
世界に一つだけのガラス作品は一生の宝物になる
こと間違いなし! 体験後は移り変わる海と空の景色
を眺めながら、作家制作のガラス皿でいただくデ
ザートと、作家とのトークをお楽しみください! ■料
金：3,000円（デザート代込み）■定員：各日先着10
人（3人未満不催行）■申し込み方法：電話または
メール■申し込み期限：各開催日の1週間前

問い合わせ先／
山陽小野田観光協会事務局（シティセールス課内）
☎0836-82-1313
　kankou@city.sanyo-onoda.lg.jp
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問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355
□HP  https://ube-bunzai.jp/

琴・三絃・尺八のみならず、長唄・津樂三味線など幅
広い演奏会です。■入場料：無料

時間／13:00（開場12:30）～16:00

会場／宇部市文化会館
　　　文化ホール
           宇部市朝日町8-1

宇部

10月2日（日）

第54回宇部市芸術祭
邦楽演奏会

会場／ショッピングセンター
　　　サィサィみとう
          美祢市美東町大田5439-1

美祢

10月2日（日）
秋吉台国際芸術村×
サィサィみとう　
壁画プロジェクト　
完成披露会＆展覧会 

時間／9:30～19:30

完成した壁画を初公開します。あわせて、スクリ
チェ・アグニェシカさんの過去のイラスト作品の展
示も行います。14時からは、完成披露宴もありま
す。

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

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112

山口

9月28日（水）～12月19日（月）
企画展
「十朋亭を愛した
元勲・山県有朋」

時間／9:00～17:00
軍人・政治家としての地位をきわめた山県有朋に
ついて、十朋亭との関わりに触れながら、その人
物像に迫ります。■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）

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

10月1日（土）～12月11日（日）
萩 特別展
「江戸時代の地図　
古地図で探ろう、
ふる里や国の姿・形」

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

会場／萩博物館　企画展示室
           萩市堀内355

現代生活の必需品である地図には、地名のほか、
道路・航路といった交通網、山・川・海といった自然
環境など、ありとあらゆる情報が載せられており、
古くから人々の探究心をくすぐり続けてきました。
本展では江戸時代に作成された地図を中心に紹
介し、長州萩から日本、国外へと視野を広げ、魅力
たっぷりの古地図の世界へいざないます。■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

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

時間／①14:00～
　　　②18:00～

会場／国指定史跡旧萩藩御船倉
　　　（浜崎）
           萩市大字東浜崎町

10月2日（日）
萩 御船倉コンサート

毛利のお殿様の御座船を格納していた由緒ある文
化財で、女性ソロアーティスト「ちひろ」によるコン
サートとキッチンカーによる販売などがあります。
■料金：1,500円■チケット販売所：旧山中家住宅

問い合わせ先／浜崎しっちょる会（旧山中家住宅）
☎0838-22-0133

化と大陸文化の融合・昇華―」も展示します。■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）

山口

10月6日（木）～12月11日（日）
築山跡史跡公園
オープン記念
特別企画展

築山跡にゆかりのある歴史資料や発掘成果を紹介
する「探求! 築山跡―大内氏のもう一つの居館―」
のほか、全国を巡回した「発掘された日本列島
2021」に展示され、好評を博した大内氏関連資料
を中心に紹介する「発掘された大内文化―京都文

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1
時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

マウンテンバイクの講習後、サイクリングで阿東
地域内を散策しながら、地元食材を使った昼食や
りんご狩りを楽しみます。【対象者】小学５年生以
上と保護者【持ち物】飲み物【当日スケジュール】
10:00十種ヶ峰青少年自然の家→12:00地元食
材を使った昼食（昼食休憩）→13:30りんご狩り
（休憩）→16:00十種ヶ峰青少年自然の家■料
金：（大人）2,500円 （小人）2,000円（レンタル自
転車代、昼食、入園料、保険料込）■定員：先着15
組（30名程度）■申し込み方法：メールまたは電
話で住所、氏名、年齢、電話番号を伝える■申し
込み期限：9月20日（火）

会場／【集合場所】
　　　十種ヶ峰青少年自然の家
          山口市阿東徳佐上10002-116

山口

10月2日（日）
あとうサイクルツアー

時間／10:00～16:00

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

化と大陸文化の融合・昇華―」も展示します。■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）

築山跡にゆかりのある歴史資料や発掘成果を紹介
する「探求! 築山跡―大内氏のもう一つの居館―」
のほか、全国を巡回した「発掘された日本列島
2021」に展示され、好評を博した大内氏関連資料
を中心に紹介する「発掘された大内文化―京都文

山口

10月6日（木）
ミュージカル
「夜の女たち」

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・祝日の場合は翌日）
□HP  https://www.ycfcp.or.jp/

上演台本・演出：長塚圭史　出演：江口のりこ、前田
敦子／伊原六花、前田旺志郎、北村岳子、福田転
球／大東駿介、北村有起哉 ほか
名匠・溝口健二監督の映画「夜の女たち」を舞台
化、長塚圭史が創る初めてのオリジナルミュージカ
ル。忘れてはならない時代、占領下を生き抜いた日
本人たちの物語を豪華キャストでお届けします。戦
後すぐの大阪、釜ヶ崎。「日没後、この付近で停立
または徘徊する女性は闇の女と認め、検挙する場
合があります」と札が立っている。大和田房子は焼
け出された後、病気の子を抱えて困窮していた。
夫は戦地からまだ帰っておらず、両親や妹・夏子は
終戦を迎えたものの消息不明になっている。姑や
義理の妹・久美子と同居しながら、着物を売り払っ
てなんとか暮らしている。そこに届いたある知らせ
に絶望する房子。その後、ダンサーとなった夏子と
偶然再会する。房子、夏子、久美子、3人の女たち
の壮絶な人生と、凄まじい生命力を描いた人間ド
ラマです。■料金：【前売】一般6,500円、any会員
6,000円、25歳以下3,500円【当日】一般7,000
円、25歳以下4,000円■応募要件：未就学児入場
不可※託児サービスあり（有料）9月29日（木）ま
でにチケットインフォメーションへ要申し込み■プ
レイガイド：山口情報芸術センター、山口市民会館

会場／山口市民会館　大ホール
          山口市中央2-5-1
時間／18:00～（17:00開場）

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-37-2888
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

キッチンロープをレモングラスで編み、香りを楽し
みながら、ハーブやスパイスなどを飾っていただき
ます。■料金：800円■定員：先着10人■申し込み
方法：電話■申し込み開始日：9月14日（水）

時間／①10:00～12:00
　　　②13:30～15:30

会場／ときわミュージアム
           宇部市野中3-4-29

宇部

10月8日（土）
ワークショップ
「レモングラスの
キッチンロープづくり」 

19回目を迎える今年はアスピラートにて開催しま
す! コンクール課題曲からお馴染みのあの曲まで
幅広いジャンルをお届けします。工夫を凝らした
楽しい演出と防府吹奏楽団サウンドをお楽しみく
ださい。■入場料：全席自由800円※当日同額、
財団会員割引なし■プレイガイド：アスピラート、
三友サルビアホール※窓口販売のみ。電話予約
はありません。
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　3F 
　　　音楽ホール
          防府市戎町1-1-28 笑顔満開通り

防府

10月8日（土）
防府吹奏楽団　
第19回定期演奏会

時間／18:30～（開場17:30）

時間／9:30～14:00

会場／山口県漁協萩地方卸売市場・
　　　道の駅 萩しーまーと
          萩市椿東4160-61 

10月9日（日）
萩 萩・魚まつり

今年で25回目を迎える、萩の魚を堪能できるイベ
ント。市内漁協10支店及び青壮年部による、鮮魚
の即売コーナー、漁師のおかみさん手作りの「ふ
ぐ鍋」や水産加工品等の販売。さらには、萩の地魚
の無料試食やお魚など購入者に、萩市内宿泊券な
どの商品が当たるガラポン抽選会なども行われま
す。また、山口県トラック協会による小学生以下を
対象とした、「トラックと綱引きタイムトライアル」
やチャリティーバザーも実施されます。■「トラッ
クと綱引きタイムトライアル」：小学生以下5人1
組、先着10組。 

問い合わせ先／萩市水産課
☎0838-25-4195（平日のみ）

10月8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　第2弾】　
アサギマダラの
『スペシャリスト』と行く
竜王山ネイチャーツアー

山陽
小野田

会場／【集合場所】
　　　きらら交流館駐車場
          山陽小野田市大字小野田
          584-9（焼野海岸）
時間／9:00～12:00（受付は8:45～）
　　　※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
がら自然と触れ合うツアー。旅する蝶アサギマダラ
に会えるかも? 散策後は海のパン屋さん「パン・デ・
モルデ」で楽しいひとときを! ※4㎞程度歩きます。
歩きやすい服装で飲み物を持参してください。■料
金：2,000 円（パン代込み）※きらら交流館トロン温
泉チケット付き■定員：先着8人（3人未満不催行）
■申し込み方法：電話またはメール■申し込み期限：
10月1日（土）

問い合わせ先／
山陽小野田観光協会事務局（シティセールス課内）
☎0836-82-1313
　kankou@city.sanyo-onoda.lg.jp
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山口

10月9日（日）
湯田温泉酒まつり

問い合わせ先／湯田温泉酒まつり実行委員会
☎050-5309-3503
□HP  https://www.facebook.com/
yudasakematsuri

山口県の地酒が湯田温泉に大集結。チケットを購
入し、試飲しながら会場内の酒蔵を巡ります。■
料金：前売り1,800円/当日2,300円■応募用件：
20歳以上■チケット販売所：市内各所、県内酒
蔵、県内酒販売店、インターネット（イープラス、
ぶらやま）

会場／湯田温泉井上公園と
　　　その周辺特設会場 
          山口市湯田温泉2-5 

時間／11:00～17:00

会場／アスピラート前～
　　　防府天満宮
           防府市戎町1-1-28～
          防府市松崎町14-1

防府

10月9日（日）
防府天満宮
花神子社参式

時間／12:00～16：00 
その年の御神幸祭に奉仕する大、小行司が、無事
奉仕を願い、一夜づくりの御酒を未婚の童女に奉
献させる社参式です。童女（花神子）は、色彩あで
やかに着飾り、古代行列は絢爛そのものです。■観
覧料：無料

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

山口

10月10日（月・祝）
築山跡史跡公園
開園記念イベント

会場／築山跡史跡公園（雨天時は
          山口県教育会館ホール）
          山口市上竪小路103-5
          （雨天時は山口市大手町2-18）
時間／14:00～16:00

山口

①10月15日（土）、
②16日（日）
筋肉ヴィレッジ
2022

会場／山口市南部地域
時間／①7:45（受付）～18:00
　　　②8:15（受付）～17:15
開放的な景色でのランニングやサイクリングや自
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：
9月14日（火）

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

山口

10月9日（日）
バス・タクシー運転士
体験会＆就業説明
フェア！

バスやタクシーの運転士は地域を支える大切な
職業です。しかし、その大切な運転士が不足して
います。バスやタクシーの運転士への就業を考え
ている方を対象に、仕事について理解を深めて
いただくための体験会及び就業説明会を開催し
ます。興味のある方はぜひこの機会をご利用くだ
さい。個別相談も可能です。■入場料：無料■就
業説明フェア、タクシー操作体験は申込不要■バ
ス運転体験のみ定員：27人（要申込）※応募者多
数の場合、過去の体験会参加経歴等により選考
■申し込み方法：メール、FAX（専用サイトの申込
書添付）HP（専用サイト）のいずれか■応募要件：
バス・タクシー運転士の仕事に興味があり、就業
を考えている方※バス運転体験希望の方は、普
通自動車免許必須（AT限定可）■申し込み期限：
9月30日（金）

会場／山口県湯田自動車学校 
          山口市葵2-4-55

時間／11:00～17:00

問い合わせ先／
山口市公共交通委員会事務局（交通政策課内）
☎083-934-2729　FAX083-934-2959
　kotsu@city.yamaguchi.lg.jp

山口市大殿地域にある八坂神社の南側、旧菜香亭
跡地に築山跡史跡公園がオープンします。築山跡
は、室町時代に西日本一帯に領地を広げ、山口の
まちに独自の文化を花開かせた大内氏の居館跡の
一つです。オープニングイベントでは、蹴鞠保存会
による蹴鞠の実演とレノファ山口の選手（予定）を
交えた蹴鞠体験イベントのほか、箏曲組歌再現之
会による箏曲の演奏を行います。■料金：蹴鞠体験
のみ100円（保険料）、①15時②15時15分③15
時30分④15時45分、各回約10分■定員：24人
（各回6人）（蹴鞠体験のみ）■申し込み方法：メー
ルまたははがき（蹴鞠体験のみ）※参加者名・年齢・
電話番号・メールアドレス、希望する回※応募多数
の場合は抽選■応募要件：小学4年生以上（蹴鞠体
験のみ）■申し込み期限：9月20日（火）（蹴鞠体験
のみ）※雨天・強風時は蹴鞠体験は中止。

問い合わせ先／山口市文化財保課
☎083-920-4111
　bunkazai@city.yamaguchi.lg.jp
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会場／三田尻塩田記念産業公園
           防府市大字浜方381-3

防府

10月23日（日）
塩田まつり

時間／9:00～14:00

「塩田まつり」では、当日、園を無料開放しており、 
塩浜作業体験や塩浜太鼓演技など様々な催しが行
われます。■観覧料：無料

問い合わせ先／三田尻塩田記念産業公園
☎0835-25-3510
□HP  https://visit-hofu.jp/events/10/
endenmathuri

山口

10月16日（日）
特別企画展
ギャラリートーク
（展示解説）

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
築山跡史跡公園オープン記念特別企画展の展示
解説を、展示担当者が行います。■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/

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-37-2888
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

■料金：1,200円■定員：先着10人■申し込み方
法：電話■申し込み開始日：9月28日（水）

時間／①10:00～12:00
　　　②13:30～15:30

会場／ときわミュージアム
           宇部市野中3-4-29

宇部

10月15日（土）

ワークショップ
「ボタニカルアートで
プラントボックスを
作ろう」

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-37-2888
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

多年草を使ったガーデンを見学し、品種の説明、
栽培のポイントを伝えることにより、ご家庭での庭
づくりの参考にしていただけます。■料金：500円
■定員：先着12人：■申し込み方法：電話■申し込
み開始日：9月29日（木）

時間／10:30～11:50

会場／ときわミュージアム
           宇部市野中3-4-29

宇部

10月16日（日）

多年草講習会

会場／キリンレモンスタジアム
           防府市大字浜方

防府

10月16日（日）
ほうふスポーツフェスタ
2022

時間／10:00～15:00（※雨天時は
　　　プログラムを縮小して開催）
昨年度からどなたでもスポーツを楽しめるイベント
として開催しているほうふスポーツフェスタ。普段
スポーツに馴染みのない方でも楽しめるブースを
多数用意しております。みなさんで楽しく身体を動
かしましょう! ■料金：無料

問い合わせ先／
ほうふスポーツフェスタ実行委員会事務局
（防府市文化・スポーツ課内）
☎0835-25-2274
□HP  https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
soshiki/41/festa-2022.html

10月23日（日）、11月21日（月）、
12月10日（土）、
2023年2月19日（日）、
3月18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」 

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／①10:30～　②13:30～
　　　※上映時間は各回1時間程度

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（秋、冬の星座）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! 
■料金：無料■定員：①②先着各50人■申し込み方
法：電話（8:30～17:00）※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

問い合わせ先／青年の家
☎0836-76-1688 
□HP  https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
soshiki/53/tenmon.html
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10月25日（火）
産業観光バスツアー　
大人の社会見学
【スポーツ産業を
支える企業たち】
「サッカーとゴルフの
まち、山陽小野田」

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／8:20～17:40
レノファ練習見学、芝刈り見学など。山陽小野田市
は、プロサッカーチーム・レノファ山口の練習拠点で
ある「おのサン　サッカーパーク」を有し、「レノ
ファに会えるまち山陽小野田市」としてレノファを
支える市内企業、レストランを訪れます。また、山陽
地区にゴルフ場が6か所あるなど、山陽小野田市を
代表するスポーツ「サッカー」と「ゴルフ」に触れて
いただきます。■ルート：不二輸送機工業（株）⇒朝
陽カントリー倶楽部⇒【昼食】食彩健美　廣石⇒富
士商グループホールディングス（株）⇒おのサン　
サッカーパーク⇒永山酒造合名会社（酒蔵見学）■
参加料：12,800円■定員：10人（最少催行人員10
人）■申し込み方法：HPまたは電話（（株）船鉄観光
旅行社おのだサンパーク店：0836-83-3275）※
予約状況等についてはHPをご覧ください。※申し
込みの前にHP掲載の参加条件等をご確認くださ
い。■申し込み期限：10月11日（火）

問い合わせ先／
宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

山口

①10月29日（土）、
②30日（土）
山口市民文化祭

会場／山口市民会館
           山口市中央2-5-1
時間／①10:00～17:00
　　　②10:00～16:00
山口文化協会に所属するさまざまな分野の文化団
体が日頃の活動の成果を発表します。ステージ部
門では、詩吟、腹話術、ダンス、三曲、日本舞踊な
どが披露され、展示部門では華道、写真、盆栽、手
芸などの展示が行われます。■料金：無料（洋舞部
門のステージのみ入場料1,000円） 

問い合わせ先／山口文化協会事務局
☎083-934-2717

山口

10月30日（日） 
～みんなで乗ろう～
第15回
山口市公共交通
ふれあいフェスタ

会場／中央公園
           山口市中園町7-7
時間／10:00～15:00（※雨天中止）
鉄道、バス、タクシー等の各交通事業者をはじめ、
その他団体がブースを出展し、路線バス車両展示
や公共交通に関するブース・ステージイベントなど
を通して、公共交通を身近に感じることができる
イベントです。9:30～11:30の間に公共交通でご
来場された方には、大抽選会への参加券が追加で
もらえる特典があります。■料金：無料
問い合わせ先／
山口市公共交通委員会事務局（交通政策課内）
☎083-934-2729 

着物を着て大殿地区をまち歩きすると、カメラマ
ンによる撮影会や、SNS投稿キャンペーンに参加
いただけるほか、協賛店でドリンクサービスや料
金割引などの様々な特典が受けられます。山口市
観光周遊1日乗車券を利用したまち歩きもおすす
めです。【特典一例】山口市菜香亭…期間中限定
で着物体験料割引、十朋亭維新館…着物で入館
の方にオリジナルグッズプレゼント。■料金、定員
などは、店舗・プログラムにより異なります

会場／山口市大殿地区

山口

10月29日（土）～11月6日（日）
着物deおさんぽ

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

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

10月29日（土）～12月5日（月）
毛利博物館特別展
「国宝」

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）
国宝の雪舟筆「四季山水図」や「古今和歌集（高野
切本）」をはじめとする国宝や重要文化財など、美
術的にも歴史的にも優れたことで知られる毛利家
伝来の逸品を一堂に公開します。■入館料：大人
1,000円、小中学生500円（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）

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

11月10日（木）
産業観光バスツアー　
大人の社会見学
【窯のまち小野田】
知られざる
「窯のまち小野田」

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／8:30～17:50
第1回地旅大賞 特別賞受賞コース。かつて全国の
陶瓶製造数量の7割を占め、製陶のまちとして栄え
た歴史が残る“小野田”。その繁栄を今に伝え、市内
に唯一残る登り窯と現在一社だけが操業を続ける
製陶所を訪ねるとともに、日本化学遺産に認定され
た「塩酸吸収塔」を見学し、“窯のまち小野田”の歴
史を探ります。また窯業のひとつであるガラス文化
にも触れていただきます。きららガラス未来館では
万華鏡制作体験をしていただきます。■ルート：旦
の登り窯、瓶垣⇒日産化学（株）小野田工場⇒【昼
食】敦煌⇒（株）松井製陶所⇒きららガラス未来館
⇒トロアメゾン■参加料：12,000円■定員：10人
（最少催行人員10人）■申し込み方法：HPまたは
電話（（株）船鉄観光旅行社おのだサンパーク店：
0836-83-3275）※予約状況等についてはHPを
ご覧ください。※申し込みの前にHP掲載の参加条
件等をご確認ください。■申し込み期限：10月27日
（木）

問い合わせ先／
宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会　
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050
□HP  https://www.csr-tourism.jp/


