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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
あーと・ルーム
「ポストカード島　第9弾」 

11月23日（水・祝）

山陽小野田市
第5回
スマイルコースト・
ウォーク
～山陽小野田市の
美しい海岸線と
夕陽を楽しむ
約30㎞～

11月26日（土）

萩市

萩時代まつり
11月13日（日）

津和野町
幻想的な景色を楽しむ
紅葉ライトアップ

11月3日（木・祝）～30日（水）

山口市

常栄寺雪舟庭
紅葉
ライトアップ 

11月18日（金）～20日（日）

防府市

防府天満宮御神幸祭（裸坊祭）
11月26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

光の街UBE2022 
TOKIWA
ファンタジア2022

11月27日（日）～2023年1月9日（月・祝）
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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、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

11月6日（日）まで
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／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

11月6日（日）まで
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、JR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を交えながら、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/

©Jelena Mladenovic

会場／山陽小野田市歴史民俗資料館
          山陽小野田市栄町9-21
時間／9:00～16:30

11月13日（日）まで
企画展「発掘された
山口巡回展」

山陽
小野田

県埋蔵文化財センターが令和2年度に県内で実施
した発掘調査の成果を、出土品や写真でわかりや
すく解説した企画展です。また、特集展示「プレイ
バックまいぶん」コーナーを設置し、当該センター
が調査した九つの遺跡の代表的な出土品を展示し
ます。さらに、市内出土品コーナーも設置します。■
入館料：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.city.sanyo-onoda.lg.jp/
site/rekimin/hakkutu2022.html 

時間／時間は施設により異なる

山口

11月18日（金）まで
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カ
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

山口

11月27日（日）まで
山口市まちじゅう
図書館シールラリー

会場／まちじゅう図書館設置店
山口市内15カ所のまちじゅう図書館で読書の秋
を楽しみませんか。まちじゅう図書館設置の店舗
を利用し、3店舗分のシールを集め、山口市立図
書館にゴールすると、まちじゅう図書館オリジナ
ルパスケースを差し上げます（先着150人）。なく
なり次第終了です。※詳しくは山口市立図書館
ホームページでご確認ください。■料金：無料

問い合わせ先／山口市立中央図書館
☎083-901-1040
□HP  https://www.lib-yama.jp/

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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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

11月27日（日）まで
重源の郷 紅葉びより

時間／9:30～16:30

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

11月30日（水）まで
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カ所を巡
るスタンプラリー＆SNS投稿キャンペーンを実施
します。4カ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・優れた投稿をした人には、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います。多くの方
の参加お待ちしています! ■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/

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

12月5日（月）まで
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/

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

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：毎週火曜
（火曜が祝日の場合は翌平日）

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 
時間／10:00～18:00
　　　（展示室への入室は17:30まで）

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

最終日には「井田勝己彫刻展 時のかたち」ライブ
ラリートーク（14:00～15:30／UBEビエンナーレ
ライブラリー）や「彫刻×踊る・舞う2022」ファイナ
ルアクト（16:00～17:00／UBEビエンナーレ彫
刻の丘）などを開催します。

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

11月27日（日）まで

第29回
UBEビエンナーレ
（現代日本彫刻展）
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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

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）

12月11日（日）まで
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／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

12月11日（日）まで
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

12月19日（月）まで
企画展
「十朋亭を愛した
元勲・山県有朋」

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112
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/

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

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）

山口

12月26日（月）まで
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

時間／9:00～17:00
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問い合わせ先／山口市菜香亭
☎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）

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

大内文化ゾーン内の4カ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

問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-4155　

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

防府

2023年1月15日（日）まで
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：毎週月曜（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

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」

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／9:00～17:00（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

2023年4月16日（日）まで
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／9:00～17:00（11月～4月）

山口

11月3日（木・祝）
長門峡もみじ祭

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お楽しみく
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/
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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
          山口市阿東生雲東分47-1
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

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／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
本の紹介を聞いて、一番読んでみたくなった一冊
に投票してみませんか? あなたの知らなかった面
白い本がきっと見つかります。事前申込不要でどな
たでも参加できますので、当日直接会場へお越しく
ださい。■料金：無料 

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

11月3日（木・祝）
秋吉台映画村

上映時間／13:40～（開場13:00）
気になる映画を定期的に紹介する秋吉台映画村
がスタート。マニィ大橋さんの解説付きで楽しめま
す。■料金：無料■定員：先着100人

問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020 
□HP  https://aiav.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。元気やまぐち創造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

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」

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
時間／15:30～20:00
　　　（最終入館19:30まで）

津和野

11月3日（木・祝）～30日（水）
幻想的な景色を楽しむ
紅葉ライトアップ

問い合わせ先／旧堀氏庭園
☎0856-72-0010

紅葉の名所堀庭園。今年も期間限定のライトアッ
プを開催します。樹齢300年の楓の老木が光に誘
われ、幻想的な姿を映し出します。静寂な夜の堀
庭園にぜひお越しください。11/3（木・祝）～
11/6（日）21:00は入園可能です。その他の期
間は外周からお楽しみください。■入館料：一般
500円、中高生300円、小学生200円

会場／旧堀氏庭園
　　　島根県鹿足郡津和野町邑輝795
時間／日没～22:00

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

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：各回先着20人■申し込み方法：HP■申し込
み期限：各開催日の前日

時間／14:00～16:00

会場／萩博物館、城下町
           萩市堀内355（萩博物館）

11月3日（木・祝）、
12月3日（土）

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

萩
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11月4日（金）～6日（日）
山陽オートレース
本場開催

山陽
小野田

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／14:00～21:00
山陽オートでは、11月4日（金）～6日（日）と11月
15日（火）～18日（金）に山陽本場開催を行いま
す。迫力満点の熱いレースを間近で見られるチャン
スがいっぱい! ぜひ山陽オートへ遊びに来てくださ
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

問い合わせ先/山陽オートレース場
☎0836-76-1115
□HP  httpｓ://www.sanyoauto.jp/

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

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

山口

11月5日（土）、12日（土）、
19日（土）、26日（土）
山口紙芝居の会
定期上演

時間／16:00～17:00

問い合わせ先／山口市観光交流課
☎083-934-2810

問い合わせ先／宇部まつり実行委員会事務局
（（一社）宇部観光コンベンション協会）
☎0836-34-2050 
□HP  https://ube-matsuri.com

イベント、マルシェ、キッチンカー、千人パレード、
ストリートライブinうべなど、楽しいイベント盛りだ
くさん! 有名人もやってくる! 

時間／10:30～17:00

会場／常盤通り・平和通り一帯
          宇部市常盤町2丁目～中央町
          1丁目付近

宇部

11月6日（日）

第71回宇部まつり

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/

山口

11月6日（日）
わくわく寄席

バラエティー豊かな寄席芸の数々をお披露目す
る寄席公演を山口市民会館にて開催します。開口
一番に落語家・三遊亭美よし、続いて“明るく陽気
に行きましょう～♪”が合言葉のウクレレ漫談師・
ぴろき、前半の締めくくりには、ここ山口市を拠点
に第一線で活躍する講談師・神田京子が登場しま
す。後半は、ベテランの技が光る紙切りの林家今
丸、そして盛り上がりも最高潮でトリを飾るのは
若手有望株の落語家・雷門小助六。生音でのお囃
子も見どころの一つです。山口ではなかなかお目
にかかることのできない、寄席芸人たちが山口に
大集結! 常日頃から寄席で腕を磨いてきた本格的
な芸と、江戸から続く本場の寄席の雰囲気をお楽
しみください。■料金：【前売】一般3,000円／
any会員2,500円／25歳以下1,500円【当日】
一般 3,500円／25歳以下2,000円■応募要件：
未就学児入場不可■チケット販売所：山口情報芸
術センター、山口市民会館

会場／山口市民会館　小ホール
          山口市中央2-5-1

時間／14:00～（13:30開場）

11月6日（日）
萩 ピアノと
室内アンサンブル
ブラス・クインテット 

元気やまぐち創造プロジェクトとして、「ピアノと室
内アンサンブル　ブラス・クインテット」を開催しま
す。国内トップクラスのオーケストラの演奏家が一
同に集い、本市も含め、県内8箇所でコンサートを
開催します。■料金：一般3,000円、学生（25歳以
下）1,500円※チケット売り切れ第終了■チケット
販売所：萩市民館・アトラス萩店・サンリブ萩・萩楽器
店・各総合事務所支所・出張所

時間／15:00～16:00

会場／萩市民館大ホール
           萩市江向495-4

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

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。【特別映画上
映会】11/20（14:00～16:00）【映画上映会】
11/21 ～ 25（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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問い合わせ先／ときわ遊園地
☎0836-35-8289
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

ときわ遊園地の遊具が乗り放題※! 一部除く※販
売時間は10時～15時

時間／10:00～17:00
　　（荒天の場合は中止）

会場／ときわ遊園地

宇部

11月13日（日）

ぶちのりパスポート山口

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

問い合わせ先／ホビーショップムック
☎0836-32-9221 

■12日：実車版エアロアバンテ展示、ミニ四駆走
行会・キット販売、ワークショップ（会場内で購入の
キット制作補助等）、キッチンカーなど■13日：実
車版エアロアバンテ展示、ミニ四駆走行会・キット
販売、模型展示会・コンテスト、鉄道模型走行、
ワークショップ（会場内で購入のキット制作補助
等）、ラジコンカー体験走行、飛行機・ドローン展
示、キッチンカーなど楽しさ満載! 

時間／10:00～15:00
　　　※13日は16:00まで

会場／ときわ湖水ホール
           宇部市大字沖宇部254

宇部

11月12日（土）、13日（日）

ホビーフェス2022

11月13日（日）
萩 萩時代まつり
会場／金谷神社ほか市内各所
時間／8:00～16:00

平安古備組など、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。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

問い合わせ先／一般社団法人津和野まちばぐみ
☎050-3692-2396

藩校養老館で藩士たちが学んでいた古武道を、
今も残る武道場・槍術教場で体験するイベントで
す。津和野藩独自の流派とされる北窓流の杖術
（4尺の棒を使った武道）を現代も継承されている
高津武道館（益田市）の師範・豊田篤志館長の指
導のもとに体験します。電話にて申込ください。■
料金：1,500円

津和野

11月13日（日）
津和野藩伝来の
古武道を体験してみよう
北窓流杖術体験イベント

会場／藩校養老館
　　　島根県鹿足郡津和野町後田ロ66
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

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：
「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/

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!～

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）

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・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/
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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/

防府

11月19日（土）、20日（日）
すごいぞ! 
防府秋の大イベント

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
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」一帯及び「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/ 問い合わせ先／旧畑迫病院

☎0856-72-0338

現在、開催中の特別展示「鷗外のことばたち～吉
見松香書展～」。吉見氏に教えてもらいながら、森
鷗外の作品中の言葉を使った自分だけの来年の
カレンダーを制作します。小学生以上、大人の参
加も大歓迎です。■入館料：無料 

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

11月19日（土）
特別展示
「鷗外のことばたち
～吉見松香書店展～」
連動企画

時間／13:00～17:00

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

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。11月のテーマは「さおばかり」、12月のテー
マは「凧づくり」です。■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

11月20日（日）、12月18日（日）
れきみん
ファミリーデー! 

時間／①10:00～12:00
　　　②13:00～15:00

11月20日（日）
萩 邦楽チャレンジ
2022

時間／13:00～16:00

会場／萩市民館大ホール
           萩市江向495-4

普段鑑賞する機会の少ない日本の伝統芸能のう
ち、新内三曲（お箏・三味線・尺八）、琵琶、長唄のプ
ロの実演を鑑賞します。

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

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

11/19（土）、12/17（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/



0 9

2 0 2 2 . 1 1 _ N o v .

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

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

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/

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
秋・冬編」 

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（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／山陽小野田市青年の家
☎0836-76-1688 
□HP  https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
soshiki/53/tenmon.html

11月23日（水・祝）
旦の皿山ウォーク
～茶色の瓶の謎に迫る～

山陽
小野田

会場／集合場所 JR小野田駅
          山陽小野田市大字東高泊
          1723-1
時間／8:00～12:15（荒天中止）
山陽小野田市ふるさと文化遺産「窯のまち」の登録
を記念して、旦の皿山を散策します。■行程（約6
㎞）：JR小野田駅8:00集合～皿山（瓶垣～旧河野
製陶所～旦の登り窯など）～JR小野田駅12:12着
※電車、バスを利用します。■講師：田畑直彦（山口
大学埋蔵文化財資料館助教）■料金：1,000円（資
料代、電車・バス運賃、保険料含む）■定員：30人■
申し込み方法：電話■申し込み期限：11月11日(金)
（申込多数の場合は抽選）

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
□HP  https://wanyoonoda-kanko.com

山口

11月23日（水・祝）
山口天神祭

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

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

時間／13:00～16:00

会場／秋吉台国際芸術村
　　　カフェ、ギャラリー
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

11月23日（水・祝）
あーと・ルーム
「ポストカード島
第9弾」

時間／13:00～16:00
　　　（受付12:50～15:00）
恒例のポストカードワークショップ。クレヨン・パス
テル・色鉛筆など、五つの島でいろいろ見て、さ
わって、オリジナルのポストカードを描いてみよ
う。■参加料：無料※未就学児は保護者同伴

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

11月25日（金）～27日（日）
山口漫画学校
生徒作品展示会

会場／山口市菜香亭会議室
          山口市天花1-2-7

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

山口漫画学校の生徒の皆さんによる漫画やイラ
ストなどを約80点展示します。■料金：無料

時間／10:00～17:00

会場／美祢市民会館
          美祢市大嶺町東分326-1

美祢

11月23日（水・祝）
ベーシスト権上康志
JAZZコンサート
2022

時間／15:00～17:30（開場14:00）
美祢市出身でコロナ禍により帰国中のジャズベー
シスト権上康志の元に東京・九州の一線で活躍す
るミュージシャンたちが集結。繰り広げられる熱演
をお見逃しなく。■料金：前売4,000円、当日
5,000円、中学生以下2,000円※全席自由■チ
ケット販売所：ログキッチンぷらすわん・サイサイ
みとう・HITONAMI local motion（美祢市）、
山口情報芸術センター（YCAM）・T r u s t 
Comforting place（山口市）、village（萩市）、
喫茶やよい（山陽小野田市）

問い合わせ先／オープンイーミュージック（権上）
☎080-1903-4309

新山口駅北口駅前広場・南口駅前広場がイルミ
ネーションで光り輝きます。11月25日（金）の「点
灯式」、12月17日（土）の「Xmasフェスタ」では
楽しいイベントがいっぱい。期間中、小郡の小・中
学生や地域の人たちが制作したペットボトルツ
リーも見どころの一つです。新山口駅の幻想的な
非日常の世界をお楽しみください。■料金：無料

会場／新山口駅北口駅前広場・
　　　南口駅前広場
          山口市小郡令和1

山口

11月25日（金）～12月25日（日）
新山口
イルミネーション
2022

時間／17:00～22:00

問い合わせ先／新山口イルミネーション実行委員会
☎083-976-8588

問い合わせ先／山口宇部空港ビル株式会社
☎0836-31-2200

山口宇部空港が舞台のイルミネーション。ターミナ
ルビル前のイルミネーションと併せて、館内の高さ
3mのクリスマスツリーもお楽しみいただけます。
※クリスマスツリーは12月25日（土）まで、クリス
マスツリー点灯時間は7:30～21:30です。

時間／17:00～21:30

会場／山口宇部空港
          宇部市沖宇部625

宇部

11月25日（金）～
2023年1月5日（木）

光の街UBE2022
エアポート・
イルミネーション 

11月26日（土）
第5回スマイルコースト・
ウォーク～山陽小野田市の
美しい海岸線と夕陽を
楽しむ約30㎞～

山陽
小野田

会場／ドライブインみちしお集合
          山陽小野田市大字埴生2216-7
時間／9:00～（受付8:00～8:30）
　　　※荒天中止、順延なし
山陽小野田市の特徴である長い海岸線や「日本の
夕陽百選」に認定されている焼野海岸の夕陽を体
感する約30㎞のウォーキング大会です。おもてな
し地点で山陽小野田名産品などの「食」を楽しめま
す。■ウォーキングコースと食のおもてなし：【ス
タート】みちしお（貝汁）→花の海（シュークリーム）
→浜のてんぷら（チーズボーイ）→厚陽地域交流セ
ンター（おにぎり弁当）→高泊地域交流センター
（ポカリスエット）→縄地ヶ鼻公園（豚汁）→東沖緑
地（ヒノデジェラート）→赤崎地域交流センター（お
茶）→【ゴール】きらら交流館（パエリア、コンソメ
スープ）■料金：一般・中学生以上2,500円、小学生
1,500円（要保護者同伴）（おもてなし、完歩賞、傷
害保険料を含む）■定員：先着200人■申し込み方
法：窓口支払：申込書に参加料を添えてシティセー
ルス課に持参、振込：申込書に記入して山口銀行の
窓口で振込■対象小学生以上■申し込み期限：11
月11日（金）※定員になり次第締め切り
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
□HP  https://sanyoonoda-kanko.com/event/
smilecoast

11月26日（土）～
2023年2月7日（火）
ふるさと文化遺産
登録記念・
歴史民俗資料館

山陽
小野田
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開館40周年記念
企画展「窯のまち」

①11月26日（土）、
②12月24日（土）、
③2023年1月28日（土）
ふるさと文化遺産
登録記念・歴史民俗
資料館開館40周年記念
企画展「窯のまち」
【関連事業】
ギャラリートーク

山陽
小野田

会場／山陽小野田市歴史民俗資料館
          山陽小野田市栄町9-21
時間／11:00～11:20
三つのテーマでギャラリートークを開催します。■
テーマ：①「山陽小野田市と窯の歴史」、②「窯と近
代産業」、③「窯の歴史―はじまりと今―」※展示
作業のため、11月15日（火）～25日（金）の期間、
2階のみ閉鎖します。（1階は見学可）※新型コロナ
ウイルス感染状況等により、変更や中止となる場合
があります。最新の情報は当館ホームページをご

覧ください。■料金：無料■休館日：月曜、祝日、年末
年始（12月29日～1月3日）、2023年1月10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.city.sanyo-onoda.lg.jp/
site/rekimin/

問い合わせ先／宇部未来会議
☎090-7503-7370

宇部市の中心市街地が約10万球のイルミネー
ションで彩られます。芸術性の高い演出が人気で、
音楽に合わせて光のショーが繰り広げられる「光
のミュージカル」を毎日開催します。（18時～22
時）

時間／17:00～24:00

会場／中央街区公園
           宇部市中央町2-10-10

宇部

11月26日（土）～
2023年1月3日（火）

光の街UBE2022
サンタクロスロード2022

11月26日（土）～
2023年1月5日（木）
萩 萩イルミネフェスタ
会場／JR萩駅舎前ロータリー
時間／17:30～23:00

大正14年に建設された貴重な洋館駅で登録有形
文化財の「萩駅舎」周辺において、幻想的な姿が
作り出されます。

問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750

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/

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/1006080/
1013691.html

有機野菜等のマルシェ、有機給食に関する講演
会、しめ縄作り体験（参加料：大500円、小300
円）、クイズラリー（景品あり）、パネル展示（各団
体の活動紹介）

時間／10:00～14:00

会場／万倉ふれあいセンター
          宇部市大字西万倉字宮ノ下1672

宇部

11月27日（日）

第6回オーガニック
フェアうべ

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

会場／山陽小野田市歴史民俗資料館
          山陽小野田市栄町9-21
時間／9:00～16:30
山陽小野田市は、古墳時代から現在に至るまで「窯
（窯業）」と深い関わりのある「まち」です。恵まれた
豊富な資源などにより須恵器・セメント・硫酸瓶など
の生産が盛んになりました。現在は、窯により発展
した歴史を伝承しつつ、ガラス文化を発信し続けて
います。この企画展では、令和4年3月に登録した、
ふるさと文化遺産「窯のまち」を記念し、山陽小野
田市の歴史を「窯」という視点で紹介します。関連
事業として記念講演会とギャラリートークも開催し
ます。※展示作業のため、11月15日（火）～25日
（金）の期間、2階のみ閉鎖します。（1階は見学可）
※新型コロナウイルス感染状況等により、変更や
中止となる場合があります。最新の情報は当館
ホームページをご覧ください。■入館料：無料■休
館日：月曜、祝日、年末年始（12月29日～1月3
日）、2023年1月10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.city.sanyo-onoda.lg.jp/
site/rekimin/
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山口市菜香亭は最も華やかであった昭和11年当
時の姿を現在に残しています。栄華を彷彿とさせ
る佇まい、華やかな賑わいをライトアップによりお
楽しみください。3日間限定で大広間からライト
アップが見学できます。■入館料大広間見学…大
人100円小人50円（未就学児・身体障がい者手
帳・療育手帳・精神障がい者手帳・戦傷病者手帳の
交付を受けている方と、その介護の方1人・生活
保護を受けている方は無料）※12月3日は神木
涼さんピアノコンサート開催につき17時～19時
の間500円■休館日：火曜日

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

12月2日（金）～4日（日）
クリスマスライトアップ
菜香亭の冬

時間／17:00～21:00

問い合わせ先／山口観光コンベンション協会
☎083-933-0088

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/

問い合わせ先／宇部市・TOKIWAファンタジア推進協議会
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

ときわ公園の冬の風物詩となっているTOKIWA
ファンタジア。イルミネーションコンテストの作品に
加え、デジタルプログラミングショーやインタラク
ティブなイルミネーションの設置で、光と音だけで
はない体験も可能なイベントとなっています。点灯
式は、11月27日（日）17時30分～。オープニング
セレモニー：山口宇部空港ハンドベル同好会による
ハンドベル演奏、大道芸、キッチンカーなどを開催!
■入場料:500円■休園日：12月31日（土）、2023
年1月1日（日・祝） 

時間／18:00～21:30
会場／ときわ公園 

宇部

11月27日（日）～
2023年1月9日（月・祝）

光の街UBE2022
TOKIWAファンタジア
2022

問い合わせ先／宇部市都市計画課
☎0836-34-8465

国の「近代化産業遺産」や市の「景観重要建造物」
にも指定されている村野藤吾氏設計のヒストリア
宇部（旧宇部銀行館）をライトアップします。

時間／18:00～22:00

会場／ヒストリア宇部
          宇部市新天町1-1-1

宇部

11月27日（日）～
2023年1月9日（月・祝）
光の街UBE2022
ヒストリア宇部
ライトアップ

12月、山口市はクリスマス市になります。1552
（天文21）年12月9日、大内義隆はフランシスコ・
ザビエルの布教活動を寛容に受け入れ、日本で
初めての降誕祭（クリスマス）が山口で祝われた
と伝えられています。この歴史的史実をもとに
「灯り」や「音楽」、「食」、その他のイベントを開
催します。歴史に抱かれた山口の街で、温故知新
のメリークリスマス。

会場／山口市内各所

山口

12月1日（木）～31日（土）
12月、山口市は
クリスマス市になる。

問い合わせ先／日本のクリスマスは山口から実行委員会
☎083-925-2300 
□HP  http://www.xmas-city.jp/

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

時間／14:00～16:00

会場／萩市民館大ホール
           萩市江向495-4

落語・漫才・コント等による「お笑いオンステージ」
と吉本新喜劇のメンバーと地元出演者による「ほ
のぼのコメディ劇場」の開催。※宝くじの社会貢献
広報事業の一環です。■料金：2,000円（当日
2,500円）※チケット売り切れ次第終了■チケット
販売所：萩市民館・アトラス萩店・サンリブ萩・各総
合事務所

11月27日（日）
宝くじふるさと
ワクワク劇場in萩

萩
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中庭のクリスマスライトアップに併せて、話題の
ピアニスト神木涼氏によるクリスマスライブを開
催します。大人から子供まで心に残る楽曲を神木
ワールドでお楽しみいただきます。予約受付け時
にリクエストを受け付けます。■料金：500円■定
員：先着50人■申し込み方法：電話または窓口

会場／山口市菜香亭全館
          山口市天花1-2-7

山口

12月3日（土）
幻想的な光に包まれて
～音の魔術師　
神木涼クリスマスライブ

時間／17:30～18:45

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

防府

12月4日（日）
第53回防府読売
マラソン大会
（兼）ジャパンマラソン
チャンピオンシップシリーズ

今大会からJMCシリーズ男子グレード1、女子グ
レード3を取得し、「新人の登竜門」からオリンピッ
クへ直結する大会になりました。高低差、折り返し
点が少ないコースで好記録の期待できるアス
リートファーストのマラソン大会です。日本陸上競
技連盟公認大会及びWAエリートラベル大会で
す。

問い合わせ先／防府市文化・スポーツ課
☎0835-25-2274
□HP  http://hofu-yomiuri.jp/

（兼）ブダペスト2023世界陸上
競技選手権大会日本代表選手
選考競技会
（兼）杭州2022アジア競技
大会日本代表選手選考競技会
（兼）マラソングランド
チャンピオンシップチャレンジ
（兼）第23回日本視覚障がい
マラソン選手権大会 

会場／市内公認防府読売
　　　マラソンコース（日本陸上
　　　競技連盟・ワールドアスレ
　　　ティックス/AIMS公認コース）
          防府市大字浜方174-1

時間／10:40～14:40

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

12月8日（木）
月いちキネマ
バリアフリー映画
上映会

時間／10:00～（9:35開場）
日本語字幕と音声ガイド付きで、耳や目の不自由
な方にも楽しんでいただける上映会です。対象は
①障害者手帳をお持ちの方と介護者※車イス利
用可②一般の方■上映作品：「三度目の殺人」■
料金：無料■定員①7人②6人■申し込み方法：①

来館・電話・FAX・メールのいずれか②来館のみ■
申し込み開始日：11月16日（水）9:30～■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／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/

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

12月11日（日）
日中国交正常化50周年・
王丹来日20周年記念　
二胡コンサート～平和～

時間／14:00～（開場 13:30）

日中国交正常化50周年を記念し二胡奏者の王丹
氏と中国の伝統楽器揚琴、中国琵琶奏者による、
これまでにない一層スペシャルで華やかなステー
ジをお送りいたします。彼女の奏でる美しい響き
と演奏を存分に聴いてもらえるだけでなく、合唱
や揚琴など様々なゲストと共演し、より二胡を味
わっていただけるコンサートになっていますので
ぜひお楽しみください。■入場料：全席指定2,500
円、高校生以下1,000円（当日500円高、財団会
員200円引）※3歳以下膝上鑑賞無料※会員割引
はアスピラート、防府市公会堂のみの取り扱い。
■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、スターピアくだまつ、宇部市文化会
館、下関市生涯学習プラザ

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/

12月3日（土）
ふるさと文化遺産
登録記念・歴史民俗
資料館開館40周年記念
企画展「窯のまち」
【関連事業】記念講演会

山陽
小野田

会場／山陽小野田市民館
　　　文化ホール
          山陽小野田市栄町9-25
時間／13:30～15:00
考古学からみた小野田の硫酸瓶や登り窯の特徴に
ついて、他府県の資料も交えながら紹介します。■
演題：「考古学からみた小野田の硫酸瓶」■講師：田
畑直彦氏（山口大学埋蔵文化財資料館助教）■料
金：無料■定員：180人■申し込み方法：電話■申し
込み期間：11月25日～12月2日■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.city.sanyo-onoda.lg.jp/
site/rekimin/
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【上演プログラム】酒井はな『瀕死の白鳥』／『瀕
死の白鳥その死の真相』中村恩恵『BLACK 
ROOM』／『BLACKBIRD』よりソロ 安藤洋子
『MOVING SHADOW』／『Study # 3』より
デュオ
ダンスの歴史にフォーカスすることでダンスの
「継承」と「再構築」の二つの視座から考察するプ
ログラム『ダンスの系譜学」を上演します。クラ
シック・バレエやモダンバレエを基礎に学び、世界
随一の振付家、演出家らの革新的な身体表現のメ
ソッドを受け継いできた、安藤洋子、中村恩恵、酒
井はな。『ダンスの系譜学』を通じて、それぞれの
ダンスキャリアに影響を与えた巨匠振付家らのオ
リジナル作品を軸に、振付の原点が今日に至るま
で「継承」され「再構築」を繰り返してきた歴史
を、６つのショーケースを通して紐解いていきま
す。国内外で活躍してきた個性的なダンスアー
ティストたちがコロナ禍で取り組んだ身体による
社会への応答、その表出にご注目ください。■料
金：【前売】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【当日】一律3,500円■応募要件：未就学
児入場不可※託児サービスあり（有料）12月4日
（日）までにチケットインフォメーションへ要申し込
み■チケット販売所：山口情報芸術センター、チ
ケットぴあ（Pコード：515-238）、ローソンチケッ
ト（Lコード：63527）

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

12月11日（日）
パフォーミング
アーツ・
セレクション 
in Yamaguchi 

時間／14:00～（開場 13:30）

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/

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

12月24日（土）～
2023年3月5日（日）
萩 企画展
「ヒストリカル・
スターズ」

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

古くから人々に畏怖や憧れの対象となってきた
「星空」。萩ゆかりの歴史上の人物も見上げたであ
ろう星空を再現したシミュレーション映像や、江戸
時代の観測で使われた星図、彗星や流星群の観望
日記等の歴史資料も展示します。星空観察にぴっ
たりの冬の時期に開催する、天文テーマの展示会
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

会場／防府市地域交流センター 
　　　アスピラート　1F　
　　　市民スペース
           防府市戎町1-1-28 笑顔満開通り

防府

12月16日（金）～25日（日）
幸せます×
カメラ女子部
写真展「HAPPY8」

時間／9:00～17:00
今年も、防府商工高校の生徒が中心となり地域の
写真愛好家の皆さんと「カメラ女子部」を結成。カ
メラを持って地域の「幸せ」を切り取る活動を行い
ました。心がぽかぽかするような作品たちをご覧く
ださい。※12月17日は「灯りの下でコンサート」
開催のため展示スペースを縮小します。■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／防府市地域交流センター 
　　　アスピラート　1F　
　　　市民スペース
           防府市戎町1-1-28 笑顔満開通り

防府

12月17日（土）
防府音楽祭
「灯りの下でコンサート」

時間／17:00～（予定）
毎年恒例のクリスマスコンサート♪アスピラート
のイルミネーションの下で素敵なクリスマスのひ
とときを! 【出演】田中雅弘（チェロ、元東京都交響
楽団首席奏者）、喜多村裕美（ピアノ）、防府アス
ピラート児童合唱団Fanfare■入場料：無料

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

12月18日（日）
クリスマスおはなし会

時間／14:30～15:30
防府図書館職員による、いつもよりちょっぴりスペ
シャルなおはなし会です。絵本の読み聞かせ、手
遊び、パネルシアターの他、クリスマス飾りを作る
簡単な工作もあります。■料金：無料■定員：先着
15人■申し込み方法：来館または電話■応募要
件：幼児から小学校低学年くらいまでのお子さんと
その保護者■申し込み開始日：11月27日（日）
9:30～■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／三哲文庫 防府市立防府図書館
☎0835-22-0780
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/


