
［ 発行 ］山口市広報広聴課
TEL083-934-2753 FAX083-934-2643
https://www.city.yamaguchi.lg.jp

P i c k  U p

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
あーと・ルーム
「種と粘土でつくる　生きる彫刻」

10月29日（土）

山陽小野田市
スマイル・ハロウィン
さんようおのだ2022

10月1日（土）～31日（月）

萩市

萩・竹灯路物語×
プロジェクション
マッピング 

10月8日（土）～10日（月・祝）

津和野町
台湾、中国の人々の暮らしぶりを
見つめる　第3期展「台湾、中国」

10月21日（金）～2023年1月18日（水）

山口市

築山跡史跡公園
開園記念イベント

10月10日（月・祝）

防府市

第11回
ふるさと
想い出花火

10月22日（土）

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

第29回
UBEビエンナーレ
（現代日本彫刻展）

10月2日（日）～
11月27日（日） 
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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

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

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/

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

防府

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）

山口

10月10日（月・祝）まで
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
狩野派は室町時代から江戸時代までおよそ400
年にわたり日本画壇に君臨していた一派であり、
中でも狩野永徳が織田信長や豊臣秀吉に重用さ
れ、孫の探幽においては江戸幕府御用絵師とし
て取り立てられ、代々幕府をはじめ各藩の御用絵
師となりました。そのため県内にも多くの狩野派
作品が残されています。料亭祇園菜香亭の所蔵
品には、狩野家中枢で活躍した奥絵師たちの作
品が多数含まれています。宴の場を彩った狩野派
の作品を紹介します。■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/

防府

10月23日（日）まで
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/

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/
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防府

12月5日（月）まで
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。彼らの俳
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。※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：10月3日
（月）～6日（木）、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

12月11日（日）まで
特別展　
染色作家「藤津八重子」
回顧展

会場／山口市小郡文化資料館
          山口市小郡下郷609-3

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112

山口

12月19日（月）まで
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極めた山県有朋につ
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/

問い合わせ先／旧畑迫病院
☎0856-72-0338

新型コロナウイルスで右往左往しているここ数年
ですが、今までにも日本中を襲った病がいくつも
ありました。亡国病とまで呼ばれた結核にかかり、
病床から見えるものを克明に残した正岡子規。ス
ペイン風流行時に、政府の対応を糾弾した与謝野
晶子。陸軍軍医として脚気対策に悩まされた森鷗
外。文豪たちの作品から当時の様子が見えてきま
す。はやり病をきっかけに、本や作家との新たな
出会いがあるかもしれません。ぜひご来館くださ
い。■入館料：一般200円、中高生150円、小学
生100円 ■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

12月25日（日）まで
時代を切り取る
作品たち　
はやり病と文豪たち

時間／9:00～16:30

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2001-1

山口

12月25日（日）まで
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

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

12月28日（水）まで
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／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）

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）
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10月1日（土）～11月30日（水）
萩 萩の世界遺産
スタンプラリー＆
SNS投稿
キャンペーン2022

会場／「明治日本の産業革命遺産」
　　　構成資産（萩反射炉、恵美須ヶ
　　　鼻造船所跡、大板山たたら製
　　　鉄遺跡、萩城下町、松下村塾）
　　　ほか

萩市所在の「明治日本の産業革命遺産」構成資産
5資産と世界遺産ビジターセンターの計6か所を巡
るスタンプラリー＆SNS投稿キャンペーンを実施
します。4か所以上のスタンプを集め、応募してく
ださい。また各資産で撮影した写真・動画を萩市観
光協会のInstagramまたはFacebookをフォロー
し、指定のハッシュタグをつけて投稿してくださ
い。当選者には、萩市の世界遺産関連グッズの詰
め合わせをプレゼントします!!! 詳細はホームペー
ジに掲載しております。多くの方のご参加お待ちし
ております! ■入館時間：各所で異なる■料金：無
料（世界遺産ビジターセンターについては入館料
は別途必要。スタンプラリー台紙持参で団体割引
適用）

問い合わせ先／萩市世界遺産活用推進協議会
（事務局：萩市文化財保護課）
☎0838-25-3835
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/14/

10月1日（土）～31日（月）
スマイルハロウィン
さんようおのだ2022

山陽
小野田

会場／山陽小野田市内各地
山陽小野田市のイメージカラー「オレンジ」と親和
性が高く、若者に人気のハロウィンに着目し、官民
一体で市の魅力をPRするイベントです。10月1日
（土）からの1カ月間、市内各地でスマホスタンプラ
リーや、食・文化・音楽・スポーツ等に関するさまざま
なイベントを開催! 10月30日（日）にはおのだサン
パークで、仮装パレード＆コンテストやステージイ
ベント、各種ブース出展などを楽しめるスマイル・ハ
ロウィンパーティーを開催します。【スマイルハロ
ウィン・パーティー】日時：10月30日（日）10:30～
16:30 会場：おのだサンパーク　内容：仮装パレー
ド＆コンテスト、ライブ、ブース出展　他
問い合わせ先／スタジオ・スマイル事務局
（山陽小野田市シティセールス課内）
☎0836-82-1241

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

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! 
10/30（日）11:00～17:00はステージイベント
（音楽、ダンス）キッチンカー、コスプレイヤーもく
るよ! ■料金：無料■休園日：毎週火曜

時間／時間は内容により異なる

会場／ときわ遊園地
           宇部市則貞3-4-1

宇部

10月1日（土）～31日（月）

ときわ
ハッピーハロウィン

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/

問い合わせ先／宇部市北部地域振興課
☎0836-67-2812

宇部市北部の地域資源や人材を活用した作品の
展示や、各種パフォーマンス、ワークショップの開
催、地元の食材を使用した食の提供など、アートと
食による楽しいイベント盛りだくさんです。●
10/1（土）アクトビレッジおの：おのマルシェ、ワー
クショップ、スカイアンブレラ●10/30（日）旧山
陽街道　船木宿ほか:茶屋、船木宿市、音楽ライブ
●11/3（木・祝）持世寺自治会館周辺ほか：厚東ス
ローウォーキング、マルシェ、ワークショップ●
11/20（日）二俣瀬ふれあいセンターほか：二俣瀬
ふれあい文化祭、出張プレーパーク、音楽ライブ
●11/23（水・祝）楠こもれびの郷ほか：こもれび
秋の収穫祭＆日本酒フェス、書道パフォーマンス、
岩戸神楽舞PR●11/27（日）吉部小学校旧校舎：
大棚トンネルトロッコ体験、トンネルメディアアー
ト、吉部地区クリエーターゾーン、スカイアンブレ
ラ、※ワークショップ　赤間硯で書道体験（各会場
／先着順）■料金：無料

会場／時間は場所・内容により
　　　異なる

宇部

10月1日（土）～11月27日（日）

うべの里
アートフェスタ
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10月1日（土）～10日（月・祝）
萩 着物ウィークin萩

時間／10:00～17:00

会場／萩・明倫学舎、萩城城下町
　　　周辺ほか市内各所

萩の風情漂う町並みに似合う着物を着て、まち歩
きを楽しんでいただくイベントです。着物姿の方に
は、お得なクーポン付き「萩トラベルパス」のプレ
ゼントや、フォト撮影＆写真プレゼントなど色々な特
典があります。また、着物に似合う和小物づくり体
験などができる「和の学び舎」や「着物フォトコン
テスト」など、萩ならではの“着物体験”ができます。
■料金：着物レンタル料4,000円～※事前予約制

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

山口

10月1日（土）
あやかし祭～夢と
現の幻想郷～

問い合わせ先／小郡がつながる・つなげるプロジェクト
実行委員会（小郡総合支所地域振興課）
☎083-973-2475 

メインホール内を「非現実的なあやかし空間」と
「昭和の懐かしさを感じさせる空間」で演出しま
す。あやかしグッズを作る体験や貸衣装を着ての
写真撮影、昭和のお祭りでお馴染みの露店、むか
しの遊び体験などのほか、飲食ブースやキッチン
カーの出店などもあります。■入場料：無料（参加
料は別途必要）

会場／KDDI維新ホール
          山口市小郡令和1-1-1
時間／10:00～17:00

10月1日（土）、
11月3日（木・祝）、12月3日（土）
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」関連イベント
ギャラリートーク＆まち歩き

時間／14:00～16:00

会場／萩博物館、城下町
           萩市堀内355（萩博物館）

展示を担当した学芸員による見どころ解説の後、
NPO萩まちじゅう博物館のガイドスタッフの案内
で世界遺産登録エリア（萩博物館周辺）を散策しま
す。まち歩きの後は、萩博物館レストランの夏みか
んミニソフトor夏みかんジュースも味わえます。
【共催：NPO萩まちじゅう博物館】■料金：500円■
定員：各日先着20人

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

山口

10月1日（土）、8日（土）、
15日（土）、22日（土）、29日（土）、
11月5日（土）、12日（土）、26日（土）
山口紙芝居の会
定期上演

会場／湯田温泉観光回遊拠点施設
　　　「狐の足あと」
           山口市湯田温泉2-1-3
時間／16:00～17:00
毎週土曜日、湯田温泉や山口の歴史が楽しく学べ
る紙芝居を狐の足あとで上演します。足湯とセット
でぜひお楽しみください。■料金：無料

問い合わせ先／山口市観光交流課
☎083-934-2810

問い合わせ先／宇部市地域ブランド推進課
☎0836-34-8380

竹を使った野外作品展示（山口宇部空港、ときわ公
園、竹LABO、楠こもれびの郷、アクトビレッジお
の、旧吉部小学校）や竹のワークショップの開催な
ど、竹の魅力を感じることができます。■料金：ワー
クショップは参加費必要の場合あり

時間／時間は場所・内容により異なる

宇部

10月2日（日）～11月27日（日）

バンブーフェスタ

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

宇部市で1961年から続く世界で最も歴史ある野
外彫刻の国際コンクールです。今回は、49か国
299点の応募作品から選ばれた15点の野外彫刻
を展示しており、見て触れて楽しめる多彩なアート
に出会えます。■料金：無料

時間／9:00～17:00

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

宇部

10月2日（日）～11月27日（日）

第29回
UBEビエンナーレ
（現代日本彫刻展）

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

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

山口

10月2日（日）
山口薪能

会場／野田神社能楽堂
          山口市天花1-1-2
時間／17:00～20:00（開場16:00）
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問い合わせ先／福岡能楽堂大連吟実行委員会
☎080-5789-1132
□HP  https://tiget.net/events/193398

西日本随一の舞台である野田神社能楽堂で続い
てきた山口薪能。今村嘉太郎、今村哲朗をはじめ、
山本則秀など豪華出演者を迎え上演します。本公
演は配信でもご覧いただけます。※未就学のお子
様はご入場できません。学生の方は身分証の提示
をお願いします。■料金：S席：8,000円、A席：
7,000円、自由席：5,000円、学生席（自由席）：
2,000円■チケット販売所：山口情報芸術センタ―

山口

10月5日（水）～
2023年2月12日（日）
テーマ展示
「中也の本棚
̶日本文学篇」

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
時間／9:00～18:00（5月～10月）
　　　9:00～17:00（11月～4月）

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

中也の代表作をじっくりと味わうシリーズ企画。
「一つのメルヘン」は国語の教科書にも多数掲載
され、中也の代表作として人気の高い詩の一つで
す。本展では、この詩が書かれた背景や、詩の舞台
になったといわれる故郷・山口の風景、特徴的なオ
ノマトペの使い方など、さまざまな角度から作品を
読み解きます。■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 

山口

10月5日（水）～
2023年4月16日（日）
企画展Ⅱ「中也、
この一篇――
「一つのメルヘン」」

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）
　　　9:00～17:00（11月～4月）

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

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
化と大陸文化の融合・昇華―」も行います。■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）■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

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）

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■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）
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10月8日（土）～10日（月・祝）
萩 萩・竹灯路物語×
プロジェクション
マッピング

会場／萩城下町周辺（プロジェク
　　　ションマッピング：
　　　菊屋家住宅南庭、
　　　菊屋横町、晋作広場、
　　　御成道ほか）
時間／18:00～21:00
城下町周辺に竹灯籠が立ち並び、歴史の町並みを
ほのかに照らします。加えて、今年はプロジェク
ションマッピングが鮮やかに彩り、新しい"萩・竹灯
路物語"を演出します。

問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139 
□HP  https://www.hagishi.com/search/
detail.php?d=900030

防府

10月7日（金）～10日（月・祝）
英雲荘“三度の月見”
第2弾～十三夜編～
「月と庭園」

三度の月見第2弾では、日中は防府商工幸せます
×カメラ女子部写真展「幸せます祭～nex t 
together～」を開催します! 防府の「幸せ」を高
校生の目線で発見し続ける生徒の皆さんの活躍
をご覧ください。夜間は庭園のライトアップを実施
します! 美しい夜の庭園と十三夜のコラボレー
ションをお楽しみください! ■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
時間／9:30～20:00
　　　（最終入館19:30まで）
　　　※ライトアップは日没後 

山口

10月8日（土）～11月18日（金）
図書館で学ぶ
ナナシマチの歴史

会場／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
　　　各市町立図書館
期間中、圏域の市町の図書館で、それぞれのまち
の歴史を学べるイベントを開催します。また、4か
所以上の図書館をまわると、プレゼントが当たりま
す。定員、申し込み方法、申し込み期限などはイベ
ントにより異なるので、詳細は各図書館にお問い
合わせください。■料金：無料

問い合わせ先／各市町立図書館

問い合わせ先／宇部市スポーツ振興課
☎0836-34-8614

プロバスケットボールチームの迫力あるプレイを間
近に体感できる! ■料金：1階自由席大人：当日
3,000円、1階自由席小中高：当日2,000円、2階自
由席大人：当日2,100円、2階自由席小中高：当日
1,600円

時間／①15:00（試合開始）
　　　②14:00（試合開始）

会場／俵田翁記念体育館
           宇部市恩田町4-1-1 

宇部

①10月8日（土）、②9日（日）

プロバスケット
ボールチーム
山口ペイトリオッツvs
岐阜スゥープス戦

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）

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/

問い合わせ先／森鷗外記念館
☎0856-72-3210

津和野

10月9日（日）
第156回輪読鷗外

鷗外作品をみんなで読み進める「輪読鷗外」を毎
月1回開催しています。11月13日（日）、12月11
日（日）も開催予定です。■参加料：無料■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
時間／10:00～11:00

山口

10月9日（日）
湯田温泉酒まつり

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
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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：前売りチケット1,800円/当日2,300円■応
募用件：20歳以上■チケット販売所：インターネッ
ト（イープラス）、狐の足あと、協力酒販店、参加
酒蔵

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（バス運転体験は申し
込みを締め切りました）。■入場料：無料■応募要
件：バス・タクシー運転士への就業を考えている方

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
□HP  https://www.city.yamaguchi.lg.jp/
soshiki/73/49076.html

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
奉仕出来るために、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。

問い合わせ先／山口市文化財保護課
☎083-920-4111

山口

10月12日（水）～12月26日（月）
企画展「山田顕義」

会場／山口市菜香亭大広間展示室
          山口市天花1-2-7

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

山田顕義は松下村塾最年少の塾生であり、高杉
晋作から大村益次郎と共に後を託され、維新後に
初代司法大臣を務めました。当館大広間には、明
治18年に来亭した際に揮毫した扁額が飾られて
います。没後130年にあたり山田顕義の企画展
を開催します。■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） 

時間／9:00～17:00

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

10月14日（金）～16日（日）
萩 鉄道開業150周年
記念イベント
「鉄道ふれあいデー」

時間／9:00～17:00

会場／萩駅舎、
　　　萩市観光協会会議室（2F）
           萩市椿3537-3

10月14日の鉄道開業150周年の記念日に合わせ
て、萩駅舎で鉄道のジオラマ展示や模型の運転体
験、ジオラマ制作体験を行います。また、駅舎内で
開催中の「鉄道の父」井上勝の特設展示と合わせ
て、山陰本線の鉄道の古写真や映像もご覧いただ
けます。【協力：sMALL☆wORLD】
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会場／ルルサス防府（多目的ホール、
　　　防府図書館、わっしょい広場ほか）
           防府市栄町1-5-1　
          笑顔満開通り　ルルサス防府

防府

10月15日（土）
第32回
防府図書館まつり

時間／9:45～15:00
各種あそび体験（クイズでビンゴ、布おもちゃ、昔
あそび、短歌作り、缶バッジ作り）やバザーなど、ご
家族皆様で楽しめるイベントが目白押しです。移動
図書館車「わっしょい文庫」では、図書館のエプロ
ンを着用して記念撮影もできますので、この機会に
ぜひご利用ください。多目的ホールでは、例年大盛
況の古本リサイクル市を開催します。皆様のご来場
をお待ちしています。■料金：無料■申し込み方法：
「クイズでビンゴ」のみ要申し込み（来館・電話・メー
ル・FAXのいずれか）■申し込み開始日：10月1日
（土）9:30～■休館日：火曜、蔵書点検期間（10月5
日（水）、6日（木））

問い合わせ先／三哲文庫 防府市立防府図書館
☎0835-22-0780
FAX0835-22-9916
　info@library.hofu.yamaguchi.jp
□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

10月15日（土）、11月19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／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。10月のテーマ：「石うす・薬研」、11月のテー
マ：「さおばかり」■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

10月16日（日）、11月20日（日）
れきみん
ファミリーデー! 

時間／①10:00～12:00
　　　②13:00～15:00

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。今年
は“ホウフなスポーツ大集合!”をキャッチフレーズ
に、ソフトバレーボールやラグビーなどの競技ス
ポーツに加え、ニュースポーツやレクリエーション
スポーツなど、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います。スポーツ
の他にも、飲食ブースやはたらくくるまブースなど、
一日楽しんでいただけるよう盛りだくさんな内容で
お待ちしています。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

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

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）

山口

10月16日（日）、11月20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

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

10月20日（木）、11月17日（木）
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：10
月20日（木）:「砂の器」、11月17日（木）：「ティ
ファニーで朝食を」■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/
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山口

10月20日（木）～23日（日）
令和の風に煌めいて
山口で美を楽しむ
～第2回トールペイント
リラの会作品展～

会場／山口市菜香亭会議室
           天花1-2-7
時間／10:00（初日のみ11:00）～
　　　16:30（最終日15:00）
リラの会の皆さんによるトールペイントを中心とし
た作品を約80点展示します。■料金：無料

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／桑原史成写真美術館
☎0856-72-3171 

今年8月初旬に米連邦議会のナンシー・ペロシ下
院議長（民主党）が台湾入りし、台湾の蔡英文統
裁との会談で「米国は台湾を見捨てない」と語っ
たと報じられました。その事に中国は猛反発し、台
湾の周辺空域に戦闘機を飛行させ、また中国本土
からミサイルを台湾海峡に向けて実弾で軍事演
習を続け、米国との軍事的な間隙を突いて突然の
侵攻は余談を許さない状況にあります。この度展
示する写真は、このような緊迫した中国と台湾の
写真ではなく、桑原史成氏が1967年に最初の台
湾での取材を行い、その後に幾度か渡航し中国
大陸から最も近い金門島を取材するなど、今日の
緊迫感とはかかわりのない中国、台湾の風土、歴
史、人々の暮らしぶりを記録した写真を紹介しま
す。■入館料：一般300円、中高生150円、小学
生100円■休館日：12月15日（木）

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

10月21日（金）～
2023年1月18日（水）
台湾、中国の人々の
暮らしぶりを見つめる
第3期展「台湾、中国」

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 展示ホール
           防府市戎町1-1-28 笑顔満開通り

防府

10月21日（金）～11月6日（日）
田中稔之展
まるくつながる
ふたつのこころ

時間／10:00～17:00
　　　（入場16:30まで）
防府市牟礼出身の画家　田中稔之さん。県内の公
共施設をはじめさまざまな場所で、今もその作品を
見ることができます。今回は、防府駅高架下にある
田中稔之さんの壁画に感動したことで防府に住む
ことを決意した、セルビア出身のイェレナ・ムラデノ
ビッチさんの視点から、田中稔之作品の魅力に迫り
ます。■入場料：無料■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／三田尻港（潮彩市場防府側）
           防府市新築地町

防府

10月22日（土）
第11回
ふるさと想い出花火

時間／19:00～
三田尻の夜空に咲く花火を観ながら、同じ空間・同
じ時間を共有することで、親子や家族、そして地域
社会の連帯感・絆が深まることを願い開催されま
す。ご来場出来ない方々のために、YouTube生配
信も致します。※コロナウイルス対策として、駐車
券のない車両は、本会場内は入れません。

問い合わせ先／ふるさと想い出花火実行委員会　
☎090-6417-5770
□HP  http://www.fo-hanabi.com/

山口

10月22日（土）
中也忌
中原中也命日無料開館

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

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

10月22日は中原中也の85回目の命日で、中也忌
として入館が無料です。10月21日～23日は、狐
の足あととの相互利用でノベルティがもらえます。
■料金：無料
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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

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

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：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

会場／秋吉台国際芸術村
　　　コンサートホール
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

10月23日（日）
ピリオド楽器で聴く
古典の響き
～レ・ヴァン・
ロマンティーク・
トウキョウ＆川口成彦

時間／14:00～16:00（開場13:00）
古典派の大作曲家モーツァルトとベートーヴェン
がそれぞれ残したピアノと管楽器のための五重
奏曲をオリジナルの響きで愉しむコンサート。こ
の編成の代表曲にして最高傑作とも言えるモー
ツァルトの五重奏曲をメインに、当代きっての名
手たちが秋吉台に集結。■入館料：一般3,500
円、25歳以下1,000円、フレンズネット会員は2
割引※未就学児のご入場はできません

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

10月23日（日)、11月20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/
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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／山陽小野田市周辺
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」を有しており、
「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、山陽地区にはゴルフ場が6か所あり、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。

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/

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
でき、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。【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/

重源の郷の紅葉が見ごろのこの季節。土日祝は
ちょうげん汁やかに汁、焼き芋等の販売を行いま
す。■料金：高校生以上520円、小中学生310円
■休館日：水曜

会場／重源の郷
          山口市徳地深谷1137

山口

10月29日（土）～11月27日（日）
重源の郷　
紅葉びより

時間／9:30～16:30
　　　（10月末までは17：00）

問い合わせ先／重源の郷
☎0835-52-1250
□HP  http://www.chogen.co.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

10月29日（土）～
2023年1月15日（日）
企画展
「見分けの達人展」

時間／9:30～17:00
　　　（入館は16:30まで）
モノの違いが分かることは、自然界のモノを生きる
ための薬や食として利用できたり、正しい価値を分
かった上で賢く人工物を利用できたりと、“生きる
力”に繋がります。本展は、当館オリジナル企画展と
して、幅広い年齢層が、謎解き感覚で楽しみなが
ら、モノの見分けや鑑定を体験し、違いの分かる眼
を養っていただくことを目的に開催します。■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）、12月29日（木）～2023年1月3日
（火）
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／秋吉台国際芸術村
　　　研修室3
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

10月29日（土）
あーと・ルーム
「種と粘土でつくる
生きる彫刻」

時間／①10:00～12:00　
　　　②14:00～16:00
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小郡ゆかりの俳人、種田山頭火の生誕140周年
を記念したイベントです。山頭火の作品や生きざ
まにちなんだ演奏や作品の展示、事前に募集した
自由律俳句の発表があります。また、14:40～
15:30の予定で、山口市小郡文化資料館の文化
財専門員による講演「山頭火と小郡」があります。
■料金：無料■定員：1,000人

会場／KDDI維新ホール
          山口市小郡令和1-1-1

山口

10月30日（日）
おごおり山頭火
フェスティバル

時間／13:30～16:00

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/

元料亭「菜香亭」で全館あげてアート展を行いま
す。山口県在住のアーティスト6人が菜香亭に大
集結! 様々なアートをお楽しみいただけます。展
示と併せて、販売も行います。日本の歴史が刻ま
れた「菜香亭」でゆっくりと芸術の秋を楽しんでく
ださい。■入場料：無料（大広間のみ大人100円、
小人50円）

会場／山口市菜香亭全館
          山口市天花1-2-7

山口

11月2日（水）～6日（日）
第9回アートde
おもてなし

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/

従来の鮎の塩焼きのほか、写生、写真コンテスト、
長門峡ウォークを開催。今年は規模を縮小して実
施します。■料金：無料

会場／道の駅長門峡周辺
          山口市阿東出雲東分47-1

山口

11月3日（木・祝）
長門峡もみじ祭

時間／10:00～15:00

問い合わせ先／長門峡もみじ祭実行委員会
（阿東地域交流センター篠生分館内）
☎083-955-0011
□HP  http://www.chogen.co.jp/

陶芸作家のサンドラさんと土（粘土）や植物の種
といった自然物を使った小さな造形作品を制作し
ます。制作した作品は各自持ち帰り、作品の一部
である植物の種から発芽し、時間をかけて作品が
変化していく様子を自宅で鑑賞します。■参加料：
無料（要事前申込）※定員になり次第締め切り■
定員：先着15人■応募要件：小学生以上の子ども
と保護者※未就学児は保護者同伴■申し込み方
法：電話またはFAX

問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020　FAX0837-63-0021 
□HP  https://aiav.jp/

山口

①10月29日（土）、②30日（日）
山口市民文化祭

問い合わせ先／山口文化協会事務局
☎083-934-2717 

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）

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

時間／13:30～16:00

会場／ときわ湖水ホール
           宇部市大字沖宇部254

宇部

10月29日（土）

第9回宇部と地球の
環境を考えるフォーラム
「動物死体から解き
明かす５億年の進化」

会場／防府市立防府図書館
　　　ブラウジングコーナー
           防府市栄町1-5-1　笑顔満開通り
           ルルサス防府3階

防府

11月3日（木・祝）
第16回防府図書館
ビブリオバトル

時間／10:30～11:30
ビブリオバトルは、子どもから大人まで楽しめる、本
の紹介コミュニケーションゲームです。おすすめの
本を紹介するバトラー（発表者）を募集します。観
覧・投票への参加は事前申込不要ですので、直接
会場へお越しください。たくさんの方のご参加をお
待ちしています。■料金：無料■定員：先着4人程度
（※バトラー）■申し込み方法：来館・メール・FAX・
ハガキのいずれか■申し込み期間：10月1日（土）
～16日（日）（※バトラー）■休館日：火曜、蔵書点検
期間（10月5日（水）、6日（木））

問い合わせ先／ときわ動物園
☎0836-21-3541
　info@tokiwa-zoo.jp
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

講師は遠藤秀紀氏（東京大学総合研究博物館教
授）。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。■料金：無料■
定員：200人■申し込み方法：電話、FAX、メール
のいずれか■申し込み開始日：10月5日（水）■休
館日：火曜

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、路線バスや、タク
シー、ミニパトカーなど、車両展示やバスの乗り方
教室など、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。また、鉄道グッズやキッ
チンカーなどの販売・飲食ブースもあります。
9:30～11:30の間に公共交通でご来場された方
のみ大抽選会に参加できる抽選券を追加でお渡
しします。■料金：無料

会場／中央公園
          山口市中園町7-7

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

時間／10:00～15:00
　　　（※雨天中止となる場合有）

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
□HP  https://www.city.yamaguchi.lg.jp/
soshiki/73/53595.html



1 3

2 0 2 2 . 1 0 _ O c t .

問い合わせ先／三哲文庫 防府市立防府図書館
☎0835-22-0780
FAX：0835-22-9916　
　info@library.hofu.yamaguchi.jp
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

防府

11月3日（木・祝）
元気やまぐち創造
プロジェクト管弦楽
アンサンブルと和太鼓の
コラボレーション
～音楽と巡って 
見つけて やまぐちの魅力

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／15:00～（開場14:00）
今年はレベルアップして大規模開催! スペシャル
ゲスト和太鼓の林英哲氏と共に国内オーケストラ
のトップクラスの演奏家が一同に集い、山口県全
域を巡るコンサートを開催します。夢の共演をお
楽しみください。■入場料：全席指定一般3,000
円、25歳以下の学生1,500円※財団会員300円
引（ただし学生料金は割引なし）※未就学児入場
不可■アンコール割引：一般3,000円のチケット
を購入された方に限りアンコール割引券を差し上
げます。元気やまぐちプロジェクトの他の公演（2
公演目）が、2,000円になります。■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:222-344）、ローソ
ンチケット（Lコード:63408）

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/

@S.Oguma

三度の月見第3弾では、日中は防府市青少年科学
館・ソラール館長の松本浩氏による庭園にある岩
石の解説を実施します! 英雲荘の新たな発見が
あるかも? 夜間は天体望遠鏡を設置し、秋の天
体観測を行います! 文化財と科学のコラボレー
ションをお楽しみください! ■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

11月3日（木・祝）
英雲荘“三度の月見”
第3弾～十日夜編～
「月と科学」

時間／15:30～20:00
　　　（最終入館19:30まで）

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／山陽小野田市周辺
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。

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/

11月7日（月）～25日（金）
萩 ヨルダン映画・
写真展×萩まちじゅう
博物館

会場／萩ツインシネマ
　　　【映画上映会・写真展】
           萩市東田町18-4 
　　　萩市役所本庁ロビー
　　　【写真展】
           萩市江向510
時間／時間は場所と内容により異なる

萩市で実施している「まちじゅう博物館」の取り組
みを参考に、まちづくりを行っているヨルダン。そ
のヨルダンと萩市の交流イベントとして映画上映
会と写真展を開催します。難民をテーマとしたヨル
ダンのドキュメンタリー映画「タイニー・ソウルズ」
の上映会とヨルダンのまちなみや風景を紹介する
写真展を萩市で開催します。11月20日（日）午後
2時から4時までは、特別映画上映会として映画の

他、ヨルダン大使の講演やヨルダンと萩市のまち
づくりの取り組みの紹介も行われます。【映画上映
会】11/21（14:00～15:20）【写真展】11/7～
18：萩市役所本庁ロビー（8:30～17:15）、
11/19～25：萩ツインシネマ（10:00～21:30）■
料金：無料■休館日：土日祝（萩市役所本庁ロビー）

問い合わせ先／萩市まちじゅう博物館推進課
☎0838-25-3290
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防府

11月12日（土）
が～まるちょば
猛烈・炸裂・ドッカン
コメディー!! ～世界が笑う
が～まるちょばのスーパー
スペシャル・ダイナマイト・
エンターテインメント!～

何もないのに全てが見える…。世界中で話題の
「が～まるちょば」が防府に参上! 言葉を使わずに
観客を驚かせ、爆笑の渦に引き込むサイレントコ
メディー、パントマイム。ストーリー性のあるライ
ブパフォーマンスは圧巻です。豊かな沈黙の世界
へお越しください。■入場料：全席指定一般
4,800円、25歳以下3,500円（公演当日、要・年
齢証明書）※当日同額、財団会員割引なし※4歳
未満入場不可■プレイガイド：アスピラート、三友
サルビアホール（防府市公会堂）、チケットぴあ
（Pコード:513-973）、ローソンチケット（Lコー
ド:62008）、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/

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／15:00～（開場14:15）

11月13日（日）
萩 萩時代まつり
会場／中央公園ほか市内各所
時間／8:00～16:00

萩市古来の奉納行列「萩大名行列」が市内を練り
歩く、秋の一大イベントです。「平安古備組」が城
下町を中心に市内を練り歩きます。沿道の要所で
は、据えた御駕籠の前で草履を持って舞う草履取
りの舞が披露され、長さ約5.5mの長柄の槍を豪快
に操作する長州一本槍なども必見です。

問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  https://www.hagishi.com/search/
detail.php?d=900036

防府

11月10日（木）、24日（木）
大人のくらし塾 
令和4年度前期
「年賀状に使える
消しゴムはんこ作り
体験講座」

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

時間／13:00～15:00

問い合わせ先／三哲文庫 防府市立防府図書館
☎0835-22-0780　
FAX：0835-22-9916　
　info@library.hofu.yamaguchi.jp
https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

年賀状に使える消しゴムはんこを作ってみません
か? プロの作家に教わりながら作成する、初心者向
けの体験講座です。■料金：無料■定員：各日先着
12人（1回完結の講座のため、参加はどちらか1日
のみ）■申し込み方法：来館・電話・FAXのいずれか
■申し込み開始日：10月20日（木）9:30～■休館
日：火曜、蔵書点検期間（10月5日（水）、6日（木））

山口

11月12日（土）
講演会
「知られざる幕末志士
山田顕義」

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

松下村塾最年少の塾生にして、高杉晋作に後を託
される人物であった山田顕義。戊辰戦争や西南戦
争など、彼の足跡を追います。■料金：200円■定
員：60人■申し込み方法：電話または窓口■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
          山口市天花1-2-7

時間／9:00～17:00

11月11日（金）
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」
オンライン観覧＆
地図パズルづくり 

会場／オンライン（Zoom）
時間／18:00～19:00
萩博物館開館記念日の11月11日（2004年開館）
に、学芸員の案内により、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」をオンライ
ンでお楽しみいただきます。事前にお届けする「防
長諸郡絵図」パズルの組み立てにも一緒に挑戦し
てみましょう! ■料金：1,200円■定員：先着30組
■応募方法：HP■申し込み開始日：10月30日（日）

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

11月23日（水・祝）
山口天神祭

問い合わせ先／古熊神社
☎083-922-0881
□HP  https://www.furukumajinja.com/

山口の三大まつりの一つに数えられている古熊
神社の秋祭りです。参勤交代を彷彿とさせる備立
行列を代表とする御神幸行列は、江戸時代の風
情を今に伝える歴史絵巻のようです。■料金：無
料

会場／古熊神社から
　　　山口市中心商店街
          山口市古熊1-10-3

時間／13:00～16:00

常栄寺雪舟庭が夜間ライトアップします。■拝観
料：中学生以上300円（身障者手帳をお持ちの方
も300円）、小学生以下無料

会場／常栄寺雪舟庭
          山口市宮野下2001-1

山口

11月18日（金）～20日（日）
常栄寺雪舟庭
紅葉ライトアップ

時間／18:00～21:00
　　　（最終入場は20:30）

問い合わせ先／常栄寺
☎083-922-2272 
□HP  http://sesshu.jp/

会場／防府天満宮～周防国分寺～
　　　旧毛利家本邸一帯　
　　　東大寺別院阿弥陀寺
           防府市松崎町14-1ほか

防府

11月19日（土）、20日（日）
すごいぞ! 
防府秋の大イベント

時間／10:00～15:00
防府を代表する歴史観光スポット「防府天満宮」
「周防国分寺」「旧毛利家本邸」一体及び「東大寺
別院阿弥陀寺」で、アート、体験、マルシェ・食など
の多彩なイベントを展開します。■料金：無料（入館
料等は別途必要）
問い合わせ先／「すごいぞ! 防府」秋季大規模イベント
実行委員会（（一社）防府観光コンベンション協会）
☎0835-25-2148
□HP  http://visit-hofu.jp/

会場／防府天満宮～勝間浦御旅所
           防府市松崎町14-1～
          防府市警固町2-6

防府

11月26日（土）
防府天満宮
御神幸祭（裸坊祭）

時間／18:00～20:30
日本三天神のひとつである防府天満宮の大祭で
す。1000年以上の歴史を持つ、非常に伝統ある神
事です。数千人の裸坊とよばれる白装束の男達が
二体の御輿と巨大な御網代輿（おあじろこし）を奉
戴し、「兄弟わっしょい」の掛声も勇ましく、長蛇の
列を成す姿は壮観です。その様子から、西日本屈指
の荒祭りとして称えられています。■参加料：無料

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

会場／ルルサス防府～防府天満宮
           防府市栄町1-5-1～
           防府市松崎町14-1

防府

11月27日（日）
天神おんな神輿

時間／12:00～
お祭好きの女性たちが集まり、神輿二基を担ぎ防
府の町を練り歩くおんな神輿です。地元の小学生
から成る、天神囃子隊が加わり一段とお祭を盛り上
げます。■参加料：無料

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

11月24日（木）
産業観光バスツアー
大人の社会見学
【エネルギー・山陽小野田】
開作のまちから
エネルギー施設への
拠点へ

山陽
小野田

会場／山陽小野田市周辺
時間／8:00～17:10
エネルギー産業の実態を学ぶ! 江戸時代、萩藩は
財政立て直しのため開作（干拓）を積極的に行
い、小野田地区も海だった場所に排水用樋門を作
り、400町歩（ha）にわたる藩内最大級の高泊開
作ができました。当時の優れた工法を今に伝える
国の指定文化財「浜五挺唐樋」を訪れ、開作地に
建てられた海沿いのエネルギー施設を堪能する
とともに、建築家・隈研吾氏が設計を手掛けた焼
野海岸にあるスペイン料理レストラン「ソル・ポ二
エンテ」で景色とランチを堪能します。■ルート：
浜五挺唐樋⇒中国電力（株）新小野田発電所⇒
【昼食】ソル・ポニエンテ⇒本山炭鉱斜坑口⇒共英
製鋼（株）山口事業所⇒トロアメゾン■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、電話（㈱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。

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/


