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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
THE HORN STUDIO 2022
秋吉台ホルンスタジオ
ガラ・コンサート

8月21日（日）

山陽小野田市
はだしの時間
8月14日（日）

萩市

むつみ
ひまわり
ロード
フェスタ

8月7日（日）

津和野町
～つたえる なつかしの暮らし展6～
楽山荘で寝ころがる

8月7日（日）～21日（日）

山口市

山口七夕ちょうちんまつり
8月6日（土）、7日（日）

防府市

ひろしま安芸
高田神楽
毛利元就
郡山城入城
500年
記念公演

8月28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

P i c k  U p

P i c k  U p

P i c k  U p

宇部市

TOKIWA
サマー
フェス
ティバル

8月20日（土）、21日（日）
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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/

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）

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）

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

防府

8月19日（金）まで
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。当日券で参加できる教室も
ございます。詳細はチラシをご覧いただくか、ソ
ラールま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※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

問い合わせ先／萩市むつみ総合事務所
☎08388-6-0211

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

8月中旬まで 
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

防府

8月28日（日）まで
文化財郷土資料館企画展
「源平から鎌倉へ」
来て! 見て! 展示室クイズ

会場／文化財郷土資料館　
　　　2階展示室
           防府市桑山2-1-1
時間／9:30～17:00
　　　（入館は16:30まで）
正解は展示室に隠されている! クイズに答えてオリ
ジナルステッカーをもらおう! ※ステッカーの配布
対象は中学生以下です。■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/

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

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
時間／10:00～16:00 

宇部

8月28日（日）まで

つくる・みる・かんじる
美術室
MOTTAINAIひろばで
あそぼう 

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

8月14日（日）まで
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）

Photo:かくたみほ
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問い合わせ先／宇部市文化振興課 
☎0836-34-8562

質問に、はい・いいえで答えていくと自分にぴった
りの彫刻がわかる、彫刻占い。秋開催の野外彫刻
展が楽しみになること間違いなし! ぜひ一度やって
みて! ■料金：無料

時間／9:00～17:00

会場／UBEビエンナーレ
　　　ライブラリー
           宇部市野中3-4-29 

宇部

8月29日（月）まで

★☆彫刻占い☆★

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）■休園日：火曜
（8/16は開園、9/5は臨時閉園） 

時間／9：30～17：00

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 

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

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
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

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.sanyo-onoda.lg.jp/

山口

8月31日（水）まで
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」

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112
時間／9:00～17:00
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。■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（来館・電話・メールのいずれかで要予
約）、参加無料■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。■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。■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。■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
　jippotei@wind.ocn.ne.jp 
□HP  https://jippotei-ishinkan.jp/
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山口

9月12日（月）まで
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

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/

山口

9月26日（月）まで
企画展「学びと遊びの
幕末維新」

会場／十朋亭維新館 
          山口市下竪小路112
時間／9:00～17:00
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）
問い合わせ先／十朋亭維新館
☎083-902-1688  
□HP  https://jippotei-ishinkan.jp/

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」

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

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

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）
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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

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
時間／10:00～16:00

宇部

8月3日（水）～17日（水）

つくる・みる・かんじる
美術室2022
「アクリル板で
あそぼう」

会場／防府天満宮
           防府市松崎町14-1 

防府

8月3日（水）～5日（金）
万灯の夕べ 

時間／19:00～21:00
菅原道真公のお誕生日をお祝いする御誕辰祭に
あわせて、大石段から表参道をぼんぼりの灯りが
彩ります。今年は3年ぶりに蝋燭の灯りで幻想的
な空間を楽しめます。その他、防府天満宮では8月
3日から5日までの三日間、様々な奉祝奉納行事を
行います。■料金：無料 

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

会場／防府天満宮
           防府市松崎町14-1

防府

8月5日（金）
防府天満宮御誕辰祭
大花火大会

時間／20:30～21:10
防府天満宮のある天神山から、約4,000発の花火
が夜空を彩ります。■料金：無料

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

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/

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/

問い合わせ先／山口市ふるさとまつり実行委員会
☎083-932-3456
□HP  http://y-chouchin.jp/

室町時代の守護大名大内氏の盆ちょうちんを受
け継ぐ、約600年前から続く伝統のお祭りです。
3年ぶりに本物の火を灯した数万個の紅ちょうち
んが街中を幻想的な光で包みます。■料金：無料

山口

8月6日（土）、7日（日）
山口七夕
ちょうちんまつり

会場／山口市中心商店街、
　　　大殿、湯田温泉

8月6日（土）～31日（水）
CLASS GLASS 
Exhibition in 
Sanyo-Onoda

山陽
小野田

会場／きららガラス未来館
          山陽小野田市小野田7534-4
          （焼野海岸）
時間／9:00～17:00
山陽小野田市のガラス文化の発見を目的に誕生し
たガラスアートのブランド「CLASS GLASS（くら
すグラス）」。この度、多くの方に広く知っていただ
く機会として、山陽小野田市で初のお披露目会を
開催します。お披露目会初日の8月6日(土)には、午
前・午後の2部構成で、関係者によるスペシャルトー
クイベントを開催します。また同日から、きららガラ
ス未来館で「CLASS GLASS」作品販売をスター
トします。この機会にぜひ、「CLASS GLASS」を
ご覧ください。■スペシャルトークイベント／8月6
日（土）①10:00～（受付9:30～）②14:00～（受付
13:30～）(各回30分程度、各回先着20人）、出演
者（予定）：山陽小野田市関係者、ガラス造形作家、
株式会社三越伊勢丹、株式会社日本デザインセン
ター■参加料：無料■申し込み方法：電話■申し込
み期限：8月5日（金）■休館日：月曜、火曜

問い合わせ先／きららガラス未来館
☎0836-88-0064（9:00～17:00）

11月27日（日）まで 
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
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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/

坂口安吾と中原中也を起点にして、芸術のこと、
お二人のエピソードなど、ざっくばらんにお話しい
ただきます。文学に限らず、アート全般に興味の
ある方にもおすすめです。■定員：50人（先着）■
申し込み方法：電話またはHP■申し込み期限：8
月4日（木）

山口

8月6日（土）
特別企画展
「坂口安吾と中原中也
――風と空と」
関連イベント公開対談
坂口綱男×三潴末雄

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7 
時間／18:00～19:00

問い合わせ先／宇部市ときわ動物園
☎0836-21-3541
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

ふだん見ることができない動物が寝室から出て
いく様子をご覧いただき、ガイドを行います。■料
金：100円（入園料は別途必要）■定員：10人（当
日先着）

時間／9:15～9:30

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

8月7日（日）、21日（日）

おはよう! 動物ガイド

巨大な虫かごの中でコーカサスオオカブトやニジ
イロクワガタ等図鑑でよく見た昆虫と直接触れあ
える貴重なチャンス! 植物館の中でクイズに答える
と、海外の昆虫が当たるかも! ■料金：一般600
円、3歳～中学生400円、3歳未満は無料※山口ゆ
め回廊キッズサマーパスの対象です。■休館日：火
曜（8/16は開館） 

時間／9:30～17:00
　　　（入場は16:30まで）

会場／ときわミュージアム
　　　イベントホール
           宇部市野中3-4-29

宇部

8月6日（土）～31日（水）

夏休みだよ！
昆虫展inときわ公園

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

森鷗外没後100周年・津和野駅開業100周年記念
事業として、「森鷗外先生100年ぶりの帰郷」歓迎・
津和野駅開業記念セレモニーが行われます。当日
は12時58分にSL到着後、NHKドラマ「坂の上の
雲」で鷗外役を演じた俳優榎木孝明さんが森鷗外
に扮して津和野駅に降り立ち、人力車で町内をパ
レードします。夕方からは「鯉・恋・来い祭り」も開催
予定です。ぜひ、皆様も100年ぶりに故郷への里帰
りを叶える鷗外を一緒に歓迎しましょう! ■参加料：
無料

会場／JR津和野駅周辺
　　　島根県鹿足郡津和野町後田

津和野

8月6日（土）
「森鷗外100年ぶりの
里帰り」
「津和野駅開業100周年
記念セレモニー」

時間／12:58～

問い合わせ先／津和野町商工観光課
☎0856-72-0652 

8月6日（土）
おのだ七夕祭り
2022～
花火は8時だヨ! 
全員集合!! 

山陽
小野田

会場／小野田運動広場
          山陽小野田市中川5-10-3
時間／18:00～20:00
　　　（雨天時は8月7日（日）に順延）
3年ぶりの開催! フィナーレに花火（小型煙火）を打
ち上げます。■内容：バザー出店。ステージイベント
（ダンス・書道パフォーマンス等）、花火（小型煙火）
打上げ■観覧料：無料

問い合わせ先／小野田商工会議所
☎0836-84-4111 
□HP  https://onoda-cci.or.jp

会場／旧堀氏庭園 
　　　島根県鹿足郡津和野町後田71-2

津和野

8月7日（日）～21日（日）
～つたえる 
なつかしの暮らし展6～　
楽山荘で寝ころがる 

時間／9:00～16:30
堀家が昔、どのように夏を過ごしてきたかを、楽山
荘にて流れる滝の音、鳥の声、時折吹く風とともに
感じていただきたいと思います。8月の特別な2週
間、どうぞお越しください。■入園料：大人500円、
中・高校生300円、小学生200円■休館日：月曜（月
曜が祝日の場合は翌日）
問い合わせ先／堀庭園
☎0856-72-0010

時間／10:00～11:00

会場／須佐ホルンフェルス
           萩市須佐高山北海岸

8月7日（日）、28日（日）　
萩 須佐ホルンフェルス
ジオアドベンチャー
（ガイドツアー）

須佐ホルンフェルスをジオガイドがご案内します。
■料金：大人1,000円／中学生以下500円■定員：
15人■申し込み方法：電話またはメール■申し込
み期限：開催日の7日前
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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

①8月7日（日）、14日（日）
②9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? 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：①
「忍たま乱太郎」②「インディ・ジョーンズ　最後の
聖戦」■料金：無料■定員：各回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/

8月7日（日）、28日（日）
しましま地層
ボトルをつくろう

萩

時間／11:00～15:00

会場／つわぶきの館
           萩市大字須佐7905-1

しましま地層ボトルをつくって海底や川底でしまし
まの地層がつくられる様子を観察します。■料金：
500円■申し込み方法：当日現地にて

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/

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・祝）
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/

会場／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

8月11日（木・祝)
秋吉台ミュージック
アカデミー　
ガラ・コンサート 

時間／14:00～16:00

ピアニスト菊地裕介を中心に、ベートーヴェンの
ソナタ3作品をヴァイオリン、チェロとの共演を交
えながら披露します。■料金：一般3,000円、学
生2,000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

時間／①10:00～　②11:00～
　　　③13:00～　④14:00～
　　　⑤15：00～

会場／体験学習館モンスタ
           宇部市則貞3-4-1

宇部

8月13日（土）、14日（日）

つねむね紙切り
ワークショップ

問い合わせ先／萩ジオパーク推進協議会
☎0838-21-7765
　geo＠city.hagi.lg.jp
□HP  https://hagi-geopark.jp/

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

4haのほ場に25万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

問い合わせ先／日原天文台
☎0856-74-1646
□HP  http://www.sun-net.jp/~polaris/top.htm

流星群の観測会を日原天文台前の広場で行いま
す。観測会は無料（事前申込要）ですが、科学館や
天文台は有料です。22時から23時までスタッフが
星空の解説をします。1時間に30個程度の流星が
見られると予想されています。なお、観測会では、
大きなレジャーシートに寝転がって肉眼で見ます。
虫よけスプレーや、体温調整しやすい服装があると
安心です。■参加料：無料（科学館や天文台への入
館料は別途必要）■申し込み方法：電話■休館日：
火・水曜日

会場／日原天文台 
　　　島根県鹿足郡津和野町枕瀬806-1

津和野

8月12日（金）
ペルセウス座
流星群観測会

時間／20:00～23:00
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問い合わせ先／宇部市ときわ動物園
☎0836-21-3541 
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

宇部市出身の大道芸人つねむねさんによる紙切り
のワークショップ。伝統芸能の紙切りで動物を作っ
てみよう！所要時間45分■料金：無料■定員：各回
10人

問い合わせ先／宇部市ときわ動物園
☎0836-21-3541
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

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）、受付は9：30～
（動物園入口）

時間／①9:35～10:20
　　　②13:00～13:45

会場／ときわ動物園
           動物園入口集合

宇部

①8月14日（日）、②28日（日）

ときわ動物園　
園長とさんぽ

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

8月16日（火）～18日（木）
山陽オートレース
本場開催

山陽
小野田

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

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/

会場／おのサンサッカーパーク
　　　（山陽小野田市立おのだ
　　　サッカー交流公園）
          山陽小野田市大字小野田
          7525-17

時間／9:30～11:30（少雨決行）

8月14日（日）
はだしの時間山陽

小野田

天然芝の上をはだしで親子一緒に遊ぶイベントで
す。水鉄砲、スプリンクラーシャワー、シートすべり
など様々なイベントを予定しています。家族で夏の
思い出を作ろう! 当日9:00から天然芝グラウンド
入口で受付をします。濡れてもいい服で参加してく
ださい。■持参するもの：着替え（上着、下着）、水分
補給用の飲み物■参加料：無料
問い合わせ先／市民体育館　
☎0836-84-2430

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/
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山陽オートでは、8月16日（火）～18日（木）にナイ
ターレースを行います! 仕事終わりでも楽しめる、
夏の暑さも吹き飛ぶ大激闘をぜひご覧ください。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.citu.sanyoauto.jp

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

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」 

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～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

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）

会場／不二輸送機ホール
          山陽小野田市大字郡1754

時間／8:30～20:00（予定）

8月19日（金）～21日（日）
第26回山陽小野田市
ピアノマラソン大会

山陽
小野田

「ピアノマラソン大会」は、不二輸送機ホールが所
有するスタインウェイ＆サンズ社製のグランドピア
ノをたくさんの人に演奏してもらおうと、1995（平
成7）年から毎年開催しています。1人（1組）4分
30秒以内の曲をリレー方式で演奏し、全員参加の
演奏時間の合計時間を計測するものです。コロナ
禍で2年間中止となりましたが、今回もたくさんの
方の参加をいただきました。ぜひ演奏をお楽しみく
ださい。※出演者の募集は締め切りました。■入場
料：無料

問い合わせ先／不二輸送機ホール
☎0836-71-1000

時間／①  9:00～13:00　
　　　②11:00～14:00
　　　※少雨決行

会場／中央公園（山縣有朋像周辺）
           萩市江向552-2

①8/20（土）、②9/17（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/

時間／13:00～13:20
　　　14:00～14:20
　　　15:00～15:20

会場／笠山山頂
           萩市椿東越ヶ浜

8月20日（土）、27日（土）
萩 笠山火口見学＆
噴火実験ミニツアー

笠山山頂を舞台に笠山の成り立ちがわかる実験と
火口見学のツアーを実施します。■料金：大人200
円／小中高校生100円■定員：各回10人■申し込
み方法：当日現地にて

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/

8/20（土）19:30～20:00、オレンジハーフ・ナイト
バブル　20:00～20:30、ナイトバブル体験　※雨
天時は、21日同時刻に順延　8/21（日）18:00～
19:00　サンセットバブル体験■キッチンカーも
やってくる! ■料金：無料

■遊園地の夜間営業17:00～21:00（対象アトラク
ション：立体迷宮ときわラビリンス以外）■カッタ君ス
テージにてフラダンスショー　17:00～20:30■大
道芸人によるパフォーマンスショー　17:00～
21:00■全国で活躍する「オレンジハーフ」による
シャボン玉イベント（ときわ遊園地芝生広場にて）　

時間／17:00～21:00

会場／ときわ公園
           宇部市則貞3-4-1

宇部

8月20日（土）、21日（日）

TOKIWA　
サマーフェスティバル
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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://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。8月のテーマ：「紙すき」、9月のテーマ：「手織
りコースター」■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

8月21日（日）、9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

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/

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

8月21日（日）、9月18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/

8/20（土）19:30～20:00、オレンジハーフ・ナイト
バブル　20:00～20:30、ナイトバブル体験　※雨
天時は、21日同時刻に順延　8/21（日）18:00～
19:00　サンセットバブル体験■キッチンカーも
やってくる! ■料金：無料

■遊園地の夜間営業17:00～21:00（対象アトラク
ション：立体迷宮ときわラビリンス以外）■カッタ君ス
テージにてフラダンスショー　17:00～20:30■大
道芸人によるパフォーマンスショー　17:00～
21:00■全国で活躍する「オレンジハーフ」による
シャボン玉イベント（ときわ遊園地芝生広場にて）　

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

会場／秋吉台国際芸術村 
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

8月21日（日）
THE HORN 
STUDIO 2022　
秋吉台ホルンスタジオ　
ガラ・コンサート

時間／14:00～16:00

福川伸陽をはじめ、国内主要オーケストラで活躍
するホルン奏者5名とドイツで活躍するピアニス
トを講師に迎えて開講するホルンセミナー「THE 
HORN STUDIO」。第一線で活躍する講師たち
による多彩なホルンの世界をお楽しみください。
■料金：一般3,000円、25歳以下 2,000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

8月27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／①10:00～　②13:30～
　　　※上映時間は各回1時間程度
施設の老朽化により、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9月にお知らせします。■観覧料：無
料■定員：①②先着各50人■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
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時間／15:00～21：00
　　　（受付は14:30）

会場／萩セミナーハウス
           萩市大字堀内211-1 

8月27日（土）
萩 夏の夕陽に染まる恋♡
遊覧船deサンセット
恋活

全ての異性と少しずつお話しをしたあと、チームに
分かれて遊覧船へ。船の上で夕陽を眺め、ゆったり
とした時を感じながら交流しましょう。（雨天等によ
り船が出ない場合は、室内でのコミュニケーション
イベントに変更となります）■参加費：男性2,000
円、女性1,500円■定員：男女各30人■申し込み
方法：HP■応募要件：20才～39才※現在独身で交
際相手のいない方、萩市・長門市・美祢市に在住の
方、または結婚を機に、萩市・長門市・美祢市に定住
する意志のある方■申し込み期限：8月20日（土）

問い合わせ先／ネクスト・ステージ
☎083-250-6519
□HP  https://nstage.net/

問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
TEL・FAX083-924-7001
□HP  http://yrekimin.jp/

発掘調査で出土した土器などの整理体験を通し
て、山口の歴史文化に触れます。■料金：無料■
定員：10人（先着）■申し込み方法：電話または
FAXで①郵便番号②住所③氏名④電話番号を伝
える■応募要件：19歳以上■チケット販売所：不
要 ■申し込み期限：8月21日（日）■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

山口

8月28日（日）
大人の整理体験

時間／9:00～11:00

会場／三友サルビアホール
　　　（防府市公会堂）
           防府市緑町1-9-1

防府

8月28日（日）
ひろしま安芸高田神楽　
毛利元就郡山城入城
500年記念公演

時間／13:30（開場12:30）～16:00
安芸高田市・防府市姉妹都市交流事業として、
「ひろしま安芸高田神楽」の記念公演を開催しま
す。防府市の姉妹都市である広島県安芸高田市
では、令和5年(2023年)に迎える毛利元就の郡

山城入城500年に向けた記念事業を進めておら
れます。今回は、入城500年を記念した新作演目
「厳島合戦」も上演されます。広島の神楽は、神事
を原点としながらも、勇壮華麗で演劇的な神楽が
中心で、特に、安芸高田市で戦後に生まれた新作
神楽は、ひろしま安芸高田神楽として独自のブラ
ンドに成長し、そのスピード感や豪華絢爛な衣装、
ストーリー構成等、観る人を魅了します。安芸高田
市の神楽団による迫力の舞をぜひお楽しみくださ
い。■料金：大人：1,000円　高校生以下：500円
（但し、乳幼児で席を必要としない場合は無料）■
定員：1,388人（全席指定）■申し込み方法：各プ
レイガイドで販売■プレイガイド：防府市地域交流
センター（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
問い合わせ先／防府市地域交流部地域振興課
☎0835-25-2768（平日9:00～17:00）

時間／10:00～18:00
　　　（最終日のみ16:00まで）

会場／萩・明倫学舎3号館2階
           萩市江向602

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

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。■料金：前売（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販売）：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：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）
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時間／12:00～13:00

会場／江崎漁港
           萩市江崎8765-11

9月4日（日）
萩 貴重体験!! 
萩の珍魚・怪魚
リサーチ

萩市北東部の江崎漁港で水揚げされたシュモクザ
メ、マンボウ、セミホウボウなど、めったにみられな
いホンモノ・ナマの珍魚・怪魚（!?）を観察・撮影・タッ
チング! 今夏は現地集合・解散で実施。■参加費：大
人（中学生以上）2,800円、子ども（小学生）1,800
円、未就学児無料　※現地移動費・保険料など含む
■定員：20組程度（応募者多数の場合は抽選）※詳
細は萩博物館HPでご確認ください。■申し込み方
法：HP■応募要件：小学生以上（小学生以下は保護
者同伴、大人1人につき小学生以下2人まで）
※未就学のお子様が同行する場合も参加人数に含
めてお申し込みください（見学者としての参加にな
ります）■申し込み期限：8月21日（日）

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/

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

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）

時間／13:30～14:30

会場／毛利博物館 
           防府市多々良1-15-1

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」

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/

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

会場／香山公園
　　　（国宝瑠璃光寺五重塔）
          山口市香山町7-1 

山口

9月17日（土）、24日（土）
山口ゆらめき回廊 

時間／18:30～21:00

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

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）
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（防府市公会堂）、山口情報芸術セン
ター、周南市文化会館、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/
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