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山口県
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下関市 ③ 第5回下関市芸術文化祭 市内各所で美術・文芸・芸能・生活文化の展覧会や発表会を開催します。
8月11日～12月23日
開幕式：10月30日

市内各所
開幕式：下関市立
美術館

下関市、下関市教育委員会、
下関市芸術文化祭運営委員
会、財団法人下関市文化振
興財団

下関市民会館内
下関市芸術文化祭運営委員会
℡083－231-6401

下関市 ③

TAKARAZUKA WAY TO
100ｔｈ ANNIVERSARY Vol.2
DREAM　FOREVER
レビューツアー2011

100周年をまもなく迎える宝塚歌劇を記念して、その卒業生(鳳 蘭、麻路さ
き、大和悠河ら)による歌とダンスのショーです。

11月2日 下関市民会館
財団法人下関市文化振興財
団（指定管理者）

財団法人下関市文化振興財団（下関市民会館）
℡083－231-6401

下関市 ③
「絹代をスターにした監督　五所平
之助」

田中絹代を大女優に押し上げた監督、作品を紹介するものです。 10月18日～2月26日
下関市立近代先人
顕彰館2階田中絹
代記念館

財団法人下関市文化振興財
団（指定管理者）

http://www.kinuyo-bunka.jp

下関市 ③ 上映会「坊っちゃん」 田中絹代賞を受賞した女優の出演作品を上映します。 11月6日
下関市立近代先人
顕彰館1階ミニホー
ル

財団法人下関市文化振興財
団（指定管理者）

無料 http://www.kinuyo-bunka.jp

下関市 ③ 「作家、受賞のとき」
下関出身作家が各文学賞を受賞したとき、文壇ではどのような作家が活
躍していたのかを紹介するものです。

9月6日～12月26日
下関市立近代先人
顕彰館1階ふるさと
文学館

財団法人下関市文化振興財
団（指定管理者）

無料 http://www.kinuyo-bunka.jp

下関市 ③
一般教養講座「飛鳥池遺跡をめぐ
る諸問題」講師：小池伸彦（奈良文
化財研究所）

講座
11月26日（土）

13時30分～15時30
分

下関市立考古博物
館

下関市立考古博物館 無料 http://www.koukohaku.shimonoseki.yamaguchi.jp/
事前申込みがあ
り

下関市 ③ 勾玉つくり教室 体験学習
11月12日（土）

13時30分～16時
下関市立考古博物
館

下関市立考古博物館 http://www.koukohaku.shimonoseki.yamaguchi.jp/

締切：11月1日
対象：小学生以
上（3年生以下は
保護者同伴）、大
人も可　定員40名
（抽選）　※参加
料100円必要
応募：往復ハガキ
に参加者全員（同
伴者含む）の住
所、氏名、電話番
号、年齢を書き、
当館（勾玉係）へ

下関市 ③ 長府史跡ウォーク 長府地区の史跡巡り
11月3日（水）

9時30分～12:寺30分
長府

下関市教育委員会文化財保
護課

無料 （083）252‐3867 要事前申し込み

下関市 ②
下商祭
(一般公開)

下関商業高等学校の文化祭 11月3日 下関商業高等学校 下関商業高等学校 無料 kishimon@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

宇部市 ② 宇部市中学校合唱祭
宇部市立中学校13校（全て）から、学級単位や学年単位等で、生徒が参
加します。

11月4日
宇部市渡辺翁記念
会館

宇部市教育委員会 無料
宇部市教育委員会学校教育課
℡0836-34-8611

宇部市 ② 宇部市小学校音楽祭
宇部市立小学校24校（全て）から、学年単位や学校単位等で、児童が参
加します。

11月17日～18日
宇部市渡辺翁記念
会館

宇部市教育委員会 無料
宇部市教育委員会学校教育課
℡0836-34-8611

宇部市 ③
平成23年度宇部市芸術祭　木彫
篆額展

古代中国の書体である「篆字（てんじ）」を木板に彫り込んだ芸術作品を展
示します。

10月20日～23日 宇部市文化会館 宇部市、宇部文化連盟 無料 http://www.city.ube.yamaguchi.jp/event/sougou_bunka/geijutsusai_mokuchou.html

宇部市 ③
平成23年度宇部市芸術祭　古典
園芸展

宇部古典園芸の会会員が栽培した、我が国に古来から自生する様々な
園芸品種を展示します。

10月22日, 23日 宇部市文化会館 宇部市、宇部文化連盟 無料 http://www.city.ube.yamaguchi.jp/event/sougou_bunka/geijutsusai_kotenengei.html

宇部市 ③
平成23年度宇部市芸術祭　市民
音楽祭（合唱部門）

宇部市とその近郊の合唱団による合唱公演です。毎年総勢200人を超え
る参加者が集います。

10月23日
宇部市渡辺翁記念
会館

宇部市、宇部文化連盟 無料 http://www.city.ube.yamaguchi.jp/event/sougou_bunka/geijutsusai_gasshou.html

宇部市 ③
平成23年度宇部市芸術祭　ばら
展

宇部ばら会による、バラの展覧会を行います。会場にて栽培相談や品種
説明も行われます。

10月29日, 30日 宇部市文化会館 宇部市、宇部文化連盟 無料 http://www.city.ube.yamaguchi.jp/event/sougou_bunka/geijutsusai_bara.html

宇部市 ③
平成23年度宇部市芸術祭　邦楽
演奏会

宇部三曲連盟に加盟する12社中による琴、(地唄)三味線、尺八を用いた
邦楽の演奏会を開催します。

10月30日 宇部市文化会館 宇部市、宇部文化連盟 http://www.city.ube.yamaguchi.jp/event/sougou_bunka/geijutsusai_hogaku.html

宇部市 ③
平成23年度宇部市芸術祭　俳画
展

市民の皆さんから公募した俳画作品を展示します。企画展示も予定して
います。

11月10日～13日 宇部市文化会館 宇部市、宇部文化連盟 無料 http://www.city.ube.yamaguchi.jp/event/sougou_bunka/geijutsusai_haiga.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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宇部市 ③
平成23年度宇部市芸術祭　俳句
の集い

市民の皆さんから公募した、俳句作品の講評会です。席題句の募集、作
品集の配布も行います。

11月13日 宇部市文化会館 宇部市、宇部文化連盟 無料 http://www.city.ube.yamaguchi.jp/event/sougou_bunka/geijutsusai_haiku.html

宇部市 ③ 平成23年度宇部市芸術祭　ラン展
宇部ラン愛好会会員が育成した熱帯から高地に生息する様々な品種の
秋咲ランを展示します。

11月18日～20日 ときわ湖水ホール 宇部市、宇部文化連盟 無料 http://www.city.ube.yamaguchi.jp/event/sougou_bunka/geijutsusai_ran.html

宇部市 ③
平成23年度宇部市芸術祭　東洋
蘭展（A展）東洋蘭部門

日本や中国で古くから親しまれてきた東洋蘭の園芸作品展覧会です。 11月18日～20日 ときわ湖水ホール 宇部市、宇部文化連盟 無料 http://www.city.ube.yamaguchi.jp/event/sougou_bunka/geijutsusai_touyouran.html

宇部市 ③
平成23年度宇部市芸術祭　東洋
蘭展（B展）寒蘭部門

日本や中国で古くから愛好されてきた東洋蘭の中の寒蘭の園芸作品展
覧会です。

11月18日～20日 ときわミュージアム 宇部市、宇部文化連盟 無料 http://www.city.ube.yamaguchi.jp/event/sougou_bunka/geijutsusai_kanran.html

宇部市 ③
平成23年度宇部市芸術祭　演劇
（若者座）部門

劇団若者座による演劇公演です。演目中谷 まゆみ作「ビューティフル・サ
ンデイ」、演出武田ちあき

11月19日, 20日
宇部市シルバーふ
れあいセンター

宇部市、宇部文化連盟 http://www.city.ube.yamaguchi.jp/event/sougou_bunka/geijutsusai_wakamono.html

宇部市 ④
全国高等専門学校ロボットコンテ
スト2011中国地区大会

ロボコンは、ものづくりの素晴らしさを共有してもらう教育イベントです。高
専学生がアイデアを駆使してロボットを製作し、競技を通じてその成果を
競います。

10月16日
俵田翁
記念体育館

高等専門学校連合会、NHK、
NHKエンタープライズ

無料 http://www.ube-k.ac.jp/~gakuseika/robocon/2011/pdf/robocon.pdf

宇部市 ③ 高専祭
各学科の工学実験や文化系のクラブ活動の成果について展示を中心に
一般に公開します。

11月12日, 13日
宇部工業高等専門
学校

宇部工業高等専門学校 無料 未定

宇部市 ② オープンキャンパス（体験入学）
中学1～３年生、保護者及び教諭を対象として学校紹介、各学科紹介及
び学科別の体験学習に参加することで、本校についての理解を深めても
らうことを目的としています。

11月12日
宇部工業高等専門
学校

宇部工業高等専門学校 無料 http://www.ube-k.ac.jp/jpn/visitors/applicants/opencampus2011.html

宇部市 ① 地域企業人のための学校見学会
地域企業経営者に、施設設備や実験室、実習工場等の見学により本校
の技術教育及び地域貢献や研究支援に関する理解を深めてもらうため
開催します。

11月12日
宇部工業高等専門
学校

宇部工業高等専門学校 無料 http://www.ube-k.ac.jp/~tcenter/

山口市 ②③ 山口県高等学校総合文化祭 放送部門大会 11月12日
ニューメディアプラ
ザ山口

山口県高等学校文化連盟 無料 083(922)0032
山口中央高等学
校内

山口市 ②③ 山口県高等学校総合文化祭 展示３部門大会 11月10日～13日 山口市民会館 山口県高等学校文化連盟 無料 083(922)0032
山口中央高等学
校内

山口市 ①
「薩長連合と木戸孝允」歴史常設
展示第Ⅱ期

当館所蔵の木戸家資料を中心に、木戸孝允の事績と薩長連合について
紹介します。

9月14日～
11月13日

山口県立
山口博物館

山口県立
山口博物館

http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp
11月1日～7日の
間は無料

山口市 ①
テーマ展「みる・歩く－山口県ジ
オ・コレクション－」

後世に残したい秋吉台をはじめとする山口県の貴重な地学景勝地の
数々を紹介します。

9月22日～
10月30日

山口県立
山口博物館

山口県立
山口博物館

http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp

山口市 ①
サンサン太陽～太陽を観察する会
～

太陽表面や太陽黒点を観察します。 10月22日, 23日
山口県立
山口博物館

山口県立
山口博物館

無料 http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp

山口市 ① 植物ミクロ探検隊 顕微鏡を用いて、普段は気づかない植物の微細構造を探検します。 10月23日
山口県立
山口博物館

山口県立
山口博物館

無料 http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp

山口市 ②
サイエンスやまぐち2011「第６５回
山口県科学作品展」

県内の小・中・高校生による自然科学に関する研究や創意工夫された作
品を展示します。

10月28日～
11月13日

山口県立
山口博物館

山口県
山口県教育委員会

http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp
11月1日～7日の
間は無料

山口市 ① 歴史教室「薩長連合と木戸孝允」
歴史常設展示「薩長連合と木戸孝允」の開催にあわせ、木戸孝允の事績
と薩長連合の関係について説明します。

10月30日
山口県立
山口博物館

山口県立
山口博物館

無料 http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp

山口市 ① ムササビ観察会 ムササビの生態を学び、観察します。 11月5日
山口県立
山口博物館

山口県立
山口博物館

無料 http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp

山口市 ②
サイエンスやまぐち2011「第６５回
山口県科学研究発表会」

県内各地から選ばれた小・中学校や高等学校の児童・生徒が常日頃研
究した成果を口頭で発表します。

11月8日 山口県教育会館
山口県立
山口博物館

無料 http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp

山口市 ①
ジュニア科学教室（第２回）「実験!
エレキラボ」

小中学生向けの科学実験、工作を行います。 11月12日
山口県立
山口博物館

山口県立
山口博物館

http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp 材料代負担

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

山口県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

山口市 ①
わくわく惑星～木星・天王星・海王
星を見る会～

博物館の大型望遠鏡で木星・天王星・海王星を観察します。 11月18日～20日
山口県立
山口博物館

山口県立
山口博物館

無料 http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp

山口市 ① 資料小展示 （展示）伊能忠敬と防長測量
10月29日～11月13

日
山口県文書館 山口県文書館 無料 http://ymonjo.ysn21.jp/

山口市 ①
資料展示「国体の歴史～山口国
体・山口大会開催にちなんで～

山口国体開催に因み昭和38年の山口国体を資料で紹介する。 7月1日～11月13日
山口県立山口図書
館

山口県立山口図書館 無料 http://library.pref.yamaguchi.lg.jp

山口市 ①
山口大学公開講座「コミュニケー
ション能力養成講座」

日常生活に必要なコミュニケーション能力を実践的に学びます。
10月22日～11月19

日
毎週土曜日

山口大学人文学部 山口大学
http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/
山口大学エクステンションセンター
083-933-5059

山口市 ③
第32回企画展
でた！～山口大学発掘調査速報
展2011～

平成21～23年度にかけて実施した大学構内遺跡の発掘調査成果を展示 11月5日～1月27日
山口大学埋蔵文化
財資料館

山口大学埋蔵文化財資料館 無料
http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~yuam-
w/Shiryoukan.home/
山口大学大学情報機構　横山成己

山口市 ② 地域開放参観日 教育活動（授業等）の地域への公開 11月9日～11日
山口大学教育学部
附属山口小学校

山口大学教育学部附属山口
小学校

無料
山口大学教育学部山口附属学校係
083-933-5950

萩市 ① 本の帯アイデア展
市民から募集したオリジナルの「本の帯」を展示し、素晴らしい作品は表
彰する。

10月29日～11月13
日

萩図書館 萩図書館 無料 http://hagilib.city.hagi.lg.jp

萩市 ①
萩図書館の蔵書を考える市民懇
談会

萩図書館の蔵書について、市民の意見を聞く懇談会 10月28日 萩図書館 萩図書館 無料 http://hagilib.city.hagi.lg.jp

萩市 ① 図書館まつり おはなし会、紙芝居、電子図書館講座など 10月30日 萩図書館 萩図書館 無料 http://hagilib.city.hagi.lg.jp

萩市 ① 「茶話会」よみもの展
毎月１回実施している「茶話会」（読んだ本を語り合う会）でみなさんが読
んだ本と感想をまとめて展示します。

10月22日～11月6日 須佐図書館 須佐図書館 無料 08387-6-5500

萩市 ① 古本市 寄贈図書の複本や保存期間の切れた雑誌などを無料で提供します。 10月29日 須佐図書館 須佐図書館 無料 08387-6-5500

萩市 ③
企画展「幕末明治の人物と風景～
藩都萩に眠る古写真から～」

当館収蔵の幕末・明治期の古写真の中から、「人物編」と「風景編」の2部
構成で、その時代の雰囲気に迫ります。

9月17日～11月20日
午前9時～午後5時
（入館は午後4時30

分まで）

萩博物館 萩市 http://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/

萩市 ③
講演会「幕末・明治の肖像写真－
おしろいを塗った高杉晋作－

萩博物館開館7周年を記念し、同時期開催中の企画展にあわせ、講演会
を実施します。

11月5日（土）
午後2時～3時30分

萩博物館 萩市 無料 http://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/
定員80名、当日
先着順

萩市 ③ 萩市美術展
立体（工芸）、平面（日本画・洋画）、書、写真を対象に美術作品を募集し、
展示します。

10月16日～23日 萩市民館 萩市 無料 萩市文化・生涯学習課文化振興係

萩市 ③ 萩市民音楽祭
幼・小・中・高・一般で音楽コンクール等に上位入賞した個人、団体による
音楽発表会を実施する。

11月3日 萩市民館 萩音楽協会 萩市文化・生涯学習課文化振興係

萩市 ①
萩ふるさとまつりのど自慢大会、
舞台発表会

子どもの部と大人の部ののど自慢大会を実施するとともに、公民館を活
動拠点とする団体の発表会を実施する。

11月12日, 13日 萩市民館 萩市 無料 萩市中央公民館

下松市 ③ 下松市民美術展覧会
市民から広く美術作品を募集して優秀な作品を展示します。市民のすば
らしい芸術作品に出会えます。

11月3日～6日 スターピアくだまつ
下松市
下松市教育委員会

無料 http://www.city.kudamatsu.lg.jp

岩国市 ① 生涯学習公開講座 ずっと英語で喋りましょう 11月1日 岩国短期大学 岩国短期大学
講座(10回)で

7,000円
http://www.iwakuni..ac.jp

岩国市 ② 若鷹祭 高水高等学校付属中学校音楽会､英語暗唱大会等文化祭 11月6日 岩国短期大学 高水高等学校付属中学校 無料 http://www.takamizu-h.ed.jp

岩国市 ① 生涯学習公開講座 無料ソフトでここまでできるパソコン講座 11月7日 岩国短期大学 岩国短期大学
講座(10回)で

7,000円
http://www.iwakuni..ac.jp

長門市 ③
生誕100年香月泰男
黒への確信
-シベリヤ里帰り展-

代表作<シベリヤ・シリーズ>から数点の作品を、香月泰男美術館で初め
て展示します。

9月28日～11月28日
香月泰男
美術館

香月泰男
美術館

http://www.city.nagato.yamaguchi.jp/~kazukiyasuo/

長門市 ③ 欧州遊学スケッチ展Ⅲ
1956年秋から約半年間、香月泰男が欧州をめぐる旅に出た時のスケッチ
ブックに残る作品群を公開します。

9月28日～11月28日
香月泰男
美術館

香月泰男
美術館

http://www.city.nagato.yamaguchi.jp/~kazukiyasuo/

長門市 ②
長門市学校教育
研究大会

教育について研究を深め、市民の期待に応える教育の充実発展を図りま
す。慶應義塾大学教授、金子郁容先生にご講演いただきます。

11月1日
ラポール
ゆや

長門市教育
委員会

無料 0837-23-1278

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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長門市 ① 第７回図書館まつり 古本の販売・あまんきみこ氏の講演会　ほか 11月3日
長門市立
図書館

長門市立
図書館
図書館まつり実行委員会

無料 http://www.lib-nagato.jp/

長門市 ①
長門市人権
フェスティバル

人権啓発講演会　講師　竹内昌彦氏
大津緑洋高等学校吹奏楽部　ミニコンサート

11月3日
ラポール
ゆや

長門市教育
委員会

無料 0837-23-1259

長門市 ① 三隅文化祭 文化芸能発表会、各文化団体による作品展示会、バザー等 11月5日, 6日
長門市農業者ト
レーニングセンター
及び三隅中学校体

三隅文化団体連絡協議会 無料 0837-43-1697

長門市 ①
ゆや文化祭　　　　　　　　（展示部
門）

長門市油谷地区を中心に生涯学習を実践している個人や団体、小中学
生の作品を数多く展示します。

11月5日, 6日
ラポール
ゆや

長門市教育
委員会
油谷中央
公民館

無料 0837-33-0051

長門市 ① 第４２回俵山地区文化産業祭 地区民による展示・演芸・バザーほか 11月6日
俵山公民館
周辺

俵山地区民文化産業祭実行
委員会

無料 0837-29-0063

長門市 ③ 松竹花形歌舞伎 中村獅童、片岡秀太郎、澤村宗之助　ほか 11月7日
ルネッサ
ながと

（財）長門市
文化振興
財団

http://www.renaissa-nagato.jp/

美祢市 ① 市民大学講座
美祢市生涯学習のまちづくり事業の一環として、市民が教養を深め、生
涯学習への契機とするためのものです。

10月22日, 29日 美祢市民会館 美祢市教育委員会 美祢市教育委員会社会教育課0837-52-5261

10月22日講師
養老孟司
10月29日講師
米良美一

美祢市 ①
美祢市生涯学習のまちづくり推進
大会

美祢市では、｢ひとり一学習、一スポーツ、一奉仕｣の基本理念のもと、生
涯学習のまちづくりに取り組み、「美祢市教育の日（１１月第１日曜日）」に
合わせて本推進大会を開催し、大会を通して市民が教育の大切さについ
て考える契機とするものです。

11月6日 美祢市民会館 美祢市教育委員会 無料 美祢市教育委員会社会教育課0837-52-5261 美祢市教育の日

美祢市 ② 小学校読書感想作品展

美祢市では、１１月を文化に親しむ月間として、読書感想文の展示を市内
小学生参加のもとに開催し、学習意欲の向上と、学習活動の発表の場と
して位置づけ、読書に親しむ契機とするとともに教育のまちづくり推進の
一環とするものです。

11月5日～13日 美祢図書館 美祢市教育委員会 無料 美祢市教育委員会美祢図書館0837-52-0213

美祢市 ② 中学校文化祭作品展・発表会
美祢市では、１１月を文化に親しむ月間として、各種作品展並びに音楽発
表会を市内中学生参加のもとに開催し、学習意欲の向上と、学習活動の
発表の場として位置づけ、教育のまちづくり推進の一環とするものです。

11月8日 美祢市民会館 美祢市教育委員会 無料 美祢市教育委員会学校教育課0837-52-1118

美祢市 ② 小学校音楽会
美祢市では、１１月を文化に親しむ月間として、音楽発表会を市内小学生
参加のもとに開催し、学習意欲の向上と、学習活動の発表の場として位
置づけ、教育のまちづくり推進の一環とするものです。

11月10日 美祢市民会館 美祢市教育委員会 無料 美祢市教育委員会学校教育課0837-52-1118

美祢市 ② 小学校作品展
美祢市では、１１月を文化に親しむ月間として、各種作品展を市内小学生
参加のもとに開催し、学習意欲の向上と、学習活動の発表の場として位
置づけ、教育のまちづくり推進の一環とするものです。

11月10日～13日 美祢市民会館 美祢市教育委員会 無料 美祢市教育委員会学校教育課0837-52-1118

美祢市 ③ 美祢市文化祭

美祢市では、１１月を文化に親しむ月間として、各種文化行事を市民参加
のもとに開催し、市民への生涯学習の啓発と、幅広い市民の文化活動の
発表の場として位置づけ、生涯学習のまちづくり推進の一環とするもので
す。

11月3日～20日

美祢市民会館・美
祢市勤労青少年
ホーム・美祢市来福
センター・美祢市勤
労福祉会館・美祢
市秋芳体育館

美祢市教育委員会・美祢市
文化連盟・美東町文化協会・
秋芳町文化活動団体協議会

無料 美祢市教育委員会社会教育課0837-52-5261

芸能まつり
11月3日　　　　各
種作品展　　11月
3日～11月6日
謡曲大会、囲碁
大会11月13日吟
道大会、将棋大
会11月20日

美祢市 ④
美祢市歴史民俗資料館特別展「よ
みがえった美祢線」

昨年７月１５日の集中豪雨により大きな被害を受け、運休していた美祢線
が、本年１０月の山口国体開催までに復旧することとなり、その運行復旧
を祝い、輝かしい歴史やこれからの利用促進の取組等を紹介しすること
で、「よみがえった美祢線」への愛着を深めるとともに、今後のはってんに
ついて考えることとするものです。

11月3日～27日
美祢市歴史民俗資
料館

美祢市教育委員会 美祢市教育委員会歴史民俗資料館0837-53-0189

11月3日～11月
13日の期間は無
料　　　※毎週月
曜日、11月23日
は休館日

周南市 ②③
山口県中学校文化連盟第７回総
合文化祭

中学校教育の一環として、県内の中学生に文化活動の発表の場を提供
する
ステージ発表と展示発表を行う

11月12日, 13日
周南市美術博物館
周南市文化会館

山口県中学校文化連盟 無料 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a50900/bunka/20110124tyuugaku.html
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周南市 ②③ 山口県高等学校総合文化祭 演劇大会 10月28日～30日 周南市文化会館 山口県高等学校文化連盟 無料 083(922)0032
山口中央高等学
校内

周南市 ①
第10回やまぐち教育の日・第39回
教育県民大会

作文表彰、実践発表、記念講演 11月5日 周南市市民館
（財）山口県教育会ほか26団
体

無料
（財）山口県教育会
TEL:083-922-0383

周南市
②③
④

徳山高専高専祭
高専生の技術を活かしたｱﾄﾗｸｼｮﾝを製作し，市民に開放します。また，吹
奏楽，軽音楽，茶道など作品を披露します。

10月29日,30日
徳山工業高等専門
学校

徳山工業高等専門学校 無料 http://www.tokuyama.ac.jp/

周南市 ①④ 周南ﾛﾎﾞｺﾝ２０１１
理科離れ解消のために周南市と共同で行っている市民参加型のﾛﾎﾞｯﾄｺ
ﾝﾃｽﾄ周南ﾛﾎﾞｺﾝ２０１１を開催します。

10月29日
徳山工業高等専門
学校

徳山工業高等専門学校・周
南市

無料 http://www.tokuyama.ac.jp/

周防大島町 ① 大島ふるさと文化祭 生涯学習展・園児作品展・フリーマーケット他（※大島商船祭と合同開催） 11月3日（木）
大島商船高等専門
学校

周防大島町教育委員会大島
教育支所

無料 0820-74-3800

周防大島町 ② 公開講座「ことばの世界」

連続講義を通じて、さまざまなものを「読む」ことに挑戦し、情報を正しく読
み解く力、的確に判断し行動する能力の向上につなげることを目標にしま
す。
・「結婚定理」を読む―数学原理のネーミング―
・言語のパワーを読む―英語の世界「支配」と未来―
・震災文学を読む―村上春樹の作品を中心に―
・「ひとふで書き」を読む―遊びに潜む論理―
・「平家物語」を読む―元暦二年の大地震―
・「材料」を読む―ミクロな立場から見る材料―

10月1日～11月12日
毎週土曜日

大島商船高等専門
学校

大島商船高等専門学校 無料 0820-74-5521
開催されない日も
あります。

和木町 ② 教師の日
尊師親愛生の精神に基づく教育風土の醸成のために表彰や講演を行い
ます。

11月11日 和木町文化会館 和木町教育委員会 無料 ０８２７－５３－３１２３

上関町 ③ 愛・ランドフェア
園児や小中学生によるステージショーや抽選会、農産物・水産物の販売
等があります。

11月3日
上関町民体育館
上関町民グランド

上関町ふるさとづくり推進会
議

無料 ℡0820-62-0316

上関町 ①
「描いてみよう上関」絵画コンクー
ル

幼・保・小・中学生を対象にした応募作品を展示します。また、入賞者の表
彰を行います。

11月3日 上関町民体育館 上関町教育委員会 無料 ℡0820-62-0069

上関町 ③ 文化芸能祭 歌や踊りのステージ発表や絵画・工芸・書道等の展示があります。 11月3日 上関町民体育館 上関町文化活動連絡協議会 無料 ℡0820-62-1460

各所 ① Road to JAPAN 2011 in 山口
東アジアを中心とした外国の青少年を本県青少年等が体験活動等を通じ
て交流します。

10月29日～11月6日
国立山口徳地青少
年自然の家　ほか

山口県青少年地域国際交流
推進コンソーシャム

無料
山口県教育庁社会教育・文化財課
TEL:083-933-4656
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