
ときわ動物園では
「園長とさんぽ」「おはよう！動物ガイド」も開催！
詳しくはウェブサイトで！

ときわ公園課
☎54－0551 }51－7205
園内施設休業日…毎週火曜

問合せ

募集
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04 うべの里アートフェスタ　バンブーフェスタ

■二俣瀬ふれあい文化祭
　■出張プレーパーク
　　■音楽ライブ

ふたまたせ
会場：二俣瀬桜づつみ公園ほか

開催日 11月20日（日）

■大棚トンネルメディアアート
　■マルシェ
　　■ワークショップ
　　　■スカイアンブレラ

きべ

開催日 11月27日（日）

North Ube

ENDING

音楽食

■マルシェ■ワークショップ
　■スカイアンブレラ
　　■音楽ライブ

おの

開催日 10月1日（土）

OPENING
ワークショップ

■（要事前申込）霜降山温見古道
　癒しの森林浴ウォーキング
　■マルシェ■ワークショップ

ことう

開催日 11月3日（木・祝）

ワークショップ

北部地域に、地元のモノ・コトが集結！作品の展示
や、各種パフォーマンス、ワークショップの開催、地
元食材を使用したマルシェなど、アートと食を存
分に楽しめます！期間によって開催エリアが変わ
るのもこのイベントならでは！北部地域の大自然
の中で、秋のアートの世界にふれてみませんか。

マルシェ

マルシェ

音楽2022.10.1    -11.27土 日

会場：アクトビレッジおの

会場：持世寺温泉 上の湯 周辺ほか

会場：吉部小学校旧校舎

問合せ 北部地域振興課
☎67ー2812 }67ー2158

音楽食

遊食

展示
場所

1 山口宇部空港 2 ときわ公園 3 竹LABO
4 楠こもれびの郷 5 アクトビレッジおの 6 旧吉部小学校

問合せ 地域ブランド推進課　☎34ー8380 }22ー6013

期間 10月2日（日）～11月27日（日）

バンブーフェスタ
竹を使った野外作品展示や竹のワークショップなどを開催します。

※ワークショップは参加費必要の場合あり

同時
開催

ウェブ番号
1017320

最新情報
はコチラ

ウェブ
サイト

■くすくすフェスタ2022
　■書道パフォーマンス
　　■岩戸神楽舞パネル展示
　　　■赤間硯パネル展示

まぐら

開催日 11月23日（水・祝）

会場：楠こもれびの郷ほか

音楽食 マルシェ

■茶屋 ■船木宿市
　■音楽ライブ
　　■赤間硯 制作実演

ふなき

開催日 10月30日（日）

音楽食

マルシェ

会場：船木旧街道ほか
各会場で

ワークショップ開催

赤間硯 墨磨り体験
～うちわに書く～

（先着順）

食
ワークショップ マルシェ

North
Ube

Photo Spot

プラネタリウム投影会
社会教育課　☎37－2780 }22－6066

青少年会館
問合せ ●費用／19歳以上55円　●定員／各24人　●申込／不要

14：00～15：1510/2（日）・9（日）・16（日）・23（日）・30（日） ウェブ番号
1004618

05イベントインフォメーション

12月18日（日）14：00から
渡辺翁記念会館場所
文化創造財団　☎35－3355  }31－7306申込み

第九「歓喜の歌」でHAPPY END
 in 渡辺翁記念会館
年末恒例の第九演奏会。2022年をHappyにしめくくりましょう！
日時

ウェブ番号
1017137

10月16日（日）10：00～15：30
中学生以上対象
7,000円（1チーム）  ※1チーム10人費用 24チーム定員

申込み

アクトビレッジおの場所

アクトビレッジおのへ、10月1日(土)～7日(金)までに
電話・FAX・メールで ☎64－5111  }64－2800
{actvillageono@feelkankyo.com

第27回小野湖交流ボート大会
参加チーム募集
日時

チームでタイムを競うEボート大会

ウェブ番号
1016183

10月8日（土）15：00試合開始
10月9日（日）14：00試合開始
俵田翁記念体育館場所

持参品

スポーツ振興課　☎34－8614  }22－6083

申込不要

問合せ

山口ペイトリオッツを応援しよう！
岐阜スゥープス戦の観戦チケットが市民
優待価格で購入できる！

日時

ウェブ番号
1017274

当日、会場内のチケット売場で「市内在住・在勤・在学を証
明できるもの」をご提示ください

10月22日（土）
10：00～15：00
新天町名店街アーケード内場所
公園緑地課　☎34－8485  }22－6050問合せ

フラワーフェスタ＆緑化祭
花の販売とワークショップで楽しもう！

日時

ウェブ番号 1017138

ときわ遊園地
ときわハッピーハロウィン

問合せ ときわ公園課　☎54－0551

隠された黄金のかぼちゃ探しでプレゼントをゲット
したり、インスタグラムに投稿して景品をもらおう！
日時 10月1日（土）～31日（月）

10月30日（日）11：00～17：00は
ステージイベント（音楽、ダンス）
コスプレ、キッチンカーもくるよ！

ときわ動物園

場所 ときわ湖水ホール 
日時 10月29日（土）13：30～16：00

定員 先着200人（要申込） 参加料 無料

講演後には、皆さんからの質問を交えて、多々良ときわ動物園園長、
宮下ときわ動物園名誉園長とのフリートークを行います。

申込み ときわ動物園へ、10月5日（水）から　
☎21－3541 }21－5099

講師
東京大学総合研究博物館教授

第9回宇部と地球の環境を考えるフォーラム

遠藤 秀紀氏

「動物死体から解き明かす５億年の進化」

●クリスマスリース募集

展示場所 ときわミュージアム

11月末からのリース展に展示します。

募集期間 10月6日（木）～
11月18日（金）

問合せ ときわ公園課　☎37-2888

●花植えイベント参加者募集

場所 ときわレストハウス西側 定員 30人（先着順）

参加者には花苗プレゼント。
日時 11月19日（土）9：30～11：00

（小雨決行、大雨中止）

申込み 公園緑地課へ、11月4日（金）までに
☎34－8485 }22－6050

●ＴＯＫＩＷＡファンタジア2022
　「イルミネーションコンテスト」
　出展者募集
点灯期間 11月27日（日）～

来年1月9日（月・祝）
申込み ときわ公園課へ、11月1日（火）までに

☎54－0551 }51－7205

公園内で
モビリティに
乗れる！

ときわ公園まっぷ

成長産業創出課　
☎34－8118  }22－6013問合せ新たな事業創出へ向け、ときわ公園で

4つの実証実験中です。

アプリで公園おすすめスポットの
360度カメラの画像が見れる！

メタバース
植物館

仮想空間植物館へ
行こう！

ドローン
災害時などオフ
ラインでも活躍！

※体験できません

期間

期間

10月の金・土・日・祝
費用 1人乗り 500円(45分) 

11月21日（月）～27日（日）
費用 4人乗り 有料

要予約

体験

体験 体験

実際に体験しよう!

プロバスケットボールの試合観戦！

キッチンカーもやって来る！ チケット販売中

参加チーム募集


