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山口県 阿武町 ① 地球のステージⅢ

海外での支援活動における語りにくい現実をあぶり出し、深く
問いかける内容となっています。また、事象・出来事で編成し、
別の視点で見た紛争の現実や、死という出来事さえも前向き
にとらえようとする内容となっております。

11月10日 阿武町町民センター 阿武町・阿武町教育委員会 無料

山口県 岩国市 ①
第11回やまぐち教育の
日・第40回教育県民大
会

作文表彰、実践発表、記念講演 11月10日 岩国市民会館
一般財団法人山口県教育
会ほか26団体

無料
一般財団法人山口県
教育会
083-922-0383

山口県 岩国市 ① 生涯学習講座
社会人を対象として、「“今どき”のパソコンの世界を体験して
みる」、「ずっと英語で喋りましょう（中級）」、「ボランティアと街
づくり」、「初心者の水彩画」を公開講座として開催します。

10月1日～12月17
日

岩国短期大学 岩国短期大学
http://www.iwakuni.a
c.jp

山口県 宇部市 ② 宇部市中学校合唱祭
宇部市立中学校１３校から、学級単位や学年単位等で、生徒
が参加します。

11月6日 宇部市渡邉翁記念会館 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

山口県 宇部市 ② 宇部市小学校音楽祭
宇部市立小学校２４校から、学級単位や学年単位等で、児童
が参加します。

11月8～9日 宇部市渡邉翁記念会館 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

山口県 宇部市 ② 宇部市学校美術展 宇部市内の小・中学校からの図工・美術作品を展示します。 11月17, 18日 宇部市文化会館 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

山口県 宇部市 ③
平成24年度宇部市芸
術祭

多くの市民に各種文化活動の発表の場や鑑賞の機会を提供
します。

8月19日～12月9
日

宇部市文化会館ほか 宇部市、宇部文化連盟
宇部市総合政策部文
化振興課
℡：0836-34-8616

山口県 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

山口県 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

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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山口県 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

山口県 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3～8日 ｽﾀｰﾋﾟｱくだまつ
下松市
下松市教育委員会

無料
http://www.city.kuda
matsu.lg.jp/

山口県
山陽小野

田市
③

第8回山陽小野田市市
民文化祭

芸術文化活動の活性化を図るため、日頃の成果を発表する機
会を提供する。（全12部門）

10月7, 14, 20, 21
日,

11月2～5, 11日

文化会館,市民館,商工
センター,高千帆福祉会
館

山陽小野田市
山陽小野田市教育委員会
山陽小野田市文化協会

無料
山陽小野田市文化会
館　（0836-71-1000）

山口県
山陽小野

田市
③ おんがくであそぼう

6ヶ月から1歳2ヶ月前後の乳幼児とその保護者を対象に音楽
を使って、楽しく体を動かしたりする。毎月第1木曜日に開催し
ている。

11月1日 文化会館 山陽小野田市文化会館

http://www.city.sany
o-
onoda.lg.jp/soshiki/4
9/ongakudeasobou.ht
ml

山口県
山陽小野

田市
③

公共ホール音楽活性
化事業

BＬACK BOTTOM BRASS BANDによるコンサート。また、幅広
い世代それぞれとワークショップを行う。

11月16～18日
（ワークショップ：

16～17日）
（コンサート：18

日）

文化会館 山陽小野田市
山陽小野田市文化会
館　（0836-71-1000）

山口県
山陽小野

田市
②

山口県中学校文化連
盟　第8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。展示部門と舞台部門を行う。

11月10, 11日 文化会館
山口県
山口県教育委員会
山口県中学校文化連盟

無料

第8回総合文化祭実
行委員会事務局
高千帆中学校
（0836-84-5611）

山口県
山陽小野

田市
③ 図書館まつり

図書館に親しみを持ってもらえるよう、
様々な催し物を開催。
古本市、バザー、おはなし会ほか

11月4日 中央図書館 中央図書館 無料
中央図書館
0836-83-2870

山口県
山陽小野

田市
① 文化講演会

東洋大学『生涯学習』支援プログラム
「太宰治文学の世界」（タイトル予定）
で東洋大学の講師を派遣してもらい
講演会を開催する。

11月18日 中央図書館 中央図書館 無料
中央図書館
0836-83-2870

山口県
山陽小野

田市
③ 図書館まつり

図書館に親しみを持ってもらえるよう、様々な催しを開催。古本
市、バザー、おはなし会ほか

11月4日 厚狭図書館 厚狭図書館 無料
厚狭図書館
0836-72-0323

山口県
山陽小野

田市
①

山口大学公開講座「山
口県の食材を活かした
高血圧予防・改善のた
めの食事療法」

生活習慣予防の食生活の必要性について講義します。また、
高血圧治療ガイドライン２００９でも推奨されているダッシュ食
事療法のレシピを紹介し、調理し、試食します。

11月10日 きらら交流館 山口大学

http://www.ext.yama
guchi-u.ac.jp/
山口大学エクステン
ションセンター
083-933-5059
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山口県 下関市 ②③
山口県高等学校総合
文化祭

演劇大会 10月26～28日 下関市民会館 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

山口県 下関市 ② 下商祭(一般公開) 下関商業高等学校文化祭 11月3日 下関商業高等学校 下関商業高等学校 無料
kishimon@city.shimon
oseki.yamaguchi.jp

山口県 下関市 ③
第6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
開催するものです。

8月9日～  12月9
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、財団法人下関市文化振
興財団、下関市芸術文化祭
運営実行委員会

下関市民会館内下関
市芸術文化祭運営委
員会　　℡083-231-
6401

山口県 下関市 ③
DVD上映会「愛染かつ
ら(総集編）」

11月4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

無料
http://kinuyo-
bunka.jp

山口県 下関市 ③
ふるさと文学館常設展
「悠久の街、下関から」

下関に在住し、執筆活動を続けている作家の作品が掲載され
ている雑誌を紹介するものです。

10月2日～12月27
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

無料
http://kinuyo-
bunka.jp

山口県 下関市 ③
田中絹代記念館　秋季
常設展

田中絹代の遺品から秋らしい収蔵品を選び展示公開するもの
です。

 9月4日～   11月
25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

http://kinuyo-
bunka.jp

山口県 下関市 ③
平成24年度企画展
ヤマト王権と地方豪族
-古代国家成立序章-

博物館企画展
9月29日（土）～11

月25日（日）
下関市立考古博物館

下関市立考古博物館 無料

電話：083-254-
3061http://www.kouk
ohaku.shimonoseki.ya
maguchi.jp/

山口県 下関市 ③ 勾玉づくり教室 体験学習
11月10日（土）
13:30～16:00

下関市立考古博物館
下関市立考古博物館

電話：083-254-3061
http://www.koukohak
u.shimonoseki.yamag
uchi.jp/

対象：小学生～大人
（小1～3は保護者同
伴）
定員：40名（事前申込
制）
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山口県 下関市 ③ 竪穴住居復元体験 体験学習
10月13日（土）～

11月4日（日）
下関市立考古博物館

下関市立考古博物館 無料

電話：083-254-3061
http://www.koukohak
u.shimonoseki.yamag
uchi.jp/

対象：小学生以上
定員：10名（事前申込
制）

山口県 下関市 ③
特別展「薩長盟約と下
関－長府藩士と龍馬・
慎太郎のキセキ」

博物館特別展
10月20日（土）～
11月18日(日）

下関市立長府博物館
下関市立長府博物館

電話：083-245-0555
http://www.city.shim
onoseki.yamaguchi.jp
/kyoiku/chohuhak/in
dex.html

山口県 下関市 ③ 内日文化祭 内日遺跡発掘調査の成果公開
11月3（土）, 4日
（日）9:00～17:00

（予定）（

内日支所、内日公民館 下関市教育委員会教育部
文化財保護課

無料 電話:083-252-3867

山口県 下関市 ③
太翔館一周年記念特
別展
「器―形と技―」

太翔館（下関市立豊北歴史民俗資料館）リニューアル開館１周
年を記念し、山口県および豊北地域で焼かれた焼物関係を中
心に展示します。

10月2日
～

12月24日

太翔館
２階
展示室

下関市立
豊北歴史民俗資料館

http://h-rekimin.jp/ 083-782-1651

山口県 下関市 　①，③
第46回　　　　　　　　川
中地区文化祭

パネル・出版物の展示参加を通して、地域の方との交流をは
かり、当センターの主旨を伝えて地域に寄与します。

10月27, 28日
下関市立　　川中公民
館

川中地区文化祭実行委員
会　　　　財団法人　野村生
涯教育センター　　　山口連
絡所

無料
www.nomuracenter.or
.jp

山口県 周南市
①、②、

④
小型ほ乳類観察会（第
１回）

山野で小型ほ乳類の調査方法を学びます。 10月21日 周南市 県立山口博物館 無料
http://www.yamahak
u.pref.yamaguchi.jg.jp
/

対象：一般、　　　　定
員：１０人、　　　事前
申込み必要

山口県 周南市 ①、②
小型ほ乳類観察会（第
２回）

山野で小型ほ乳類の調査方法を学びます。 11月18日 周南市 県立山口博物館 無料
http://www.yamahak
u.pref.yamaguchi.jg.jp
/

対象：一般、　　　　定
員：１０人、　　　事前
申込み必要

山口県 周南市 ②
周南地区小規模校教
育振興会指定校発表
会

【自ら学び、自分の思いや考えを生き生きと表現できる子ども
の育成～小規模校の特性をふまえた言語活動のあり方～】を
研修主題として研究発表会を開催します。

11月7日
周南市立
粭島小学校

周南地区
小規模校
教育振興会

無料
周南市教育委員会学
校教育課　0834-22-
8542

山口県 周南市 ②③
平成24年度周南市学
校美術展

周南市の児童、生徒の作品を展示。子どもたちの総合美術展
です。絵画や立体作品など、色彩豊かな作品が展示室いっぱ
いに広がります。

11月2～4日 周南市美術博物館
財団法人
周南市文化振興財団

無料
http://s-
bunka.jp/bihaku/
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山口県 周南市 ②③④ 徳山高専高専祭
高専生の技術を生かしたアトラクションを作製し、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27, 28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.tokuyam
a.ac.jp/

徳山工業高等専門学
校

山口県 周南市 ①④ 周南ロボコン2012
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
のロボットコンテスト、周南ロボコン2012を開催します。

10月27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.tokuyam
a.ac.jp/

徳山工業高等専門学
校

山口県 周南市 ①③
第10回周南市美術展
2012

周南市の新たな美術の創造とその振興を図るための市民美
術展です。美術に対する関心を高めるとともに、美術鑑賞を通
して市民文化の発展を目指します。

10月17～21, 24～
28日

周南市美術博物館 周南市、周南市教育委員会 無料
周南市教育委員会文
化スポーツ課　0834-
22-8622

作品の応募資格は周
南市在住又は通勤・
通学する物、市内の
文化講座・文化団体
に所属する者。観覧
は自由です。

山口県 周南市 ②③
第50回中国地区高等
学校演劇発表会

全国高等学校総合文化祭のブロック代表を決める大会です。
開催に伴い映画監督で本市ふるさと大志の菅原浩志氏の講
演会及び本市PR映画の上映を行います。

11月23, 24日 周南市文化会館
第50回中国地区高等学校
演劇発表会事務局

無料
新南陽高等学校
0834-63-5555

第50回中国地区高等
学校演劇発表会事務
局（新南陽高等学校
内）

山口県 周南市 ①
新南陽公民館お別れ
展示会

新南陽公民館の閉館に伴い、これまで自主講座で学んだ講座
生の作品の展示等を開催します。

11月3, 4日 新南陽公民館 新南陽公民館 無料
周南市教育委員会新
南陽公民館　0834-
63-1188

山口県 周南市 ① よみきかせの会 幼児、児童を対象とした絵本等の読み聞かせを行います。 11月10日 熊毛公民館 熊毛図書館 無料
周南市教育委員会熊
毛図書館　0833-92-
0179

山口県 周南市 ① 第16回やじの文化祭
夜市地区における生涯学習の成果を発表する場であり、コミュ
ニティづくりの場となる地域の文化祭。

11月4日 夜市公民館 やじの文化祭実行委員会 無料
周南市教育委員会夜
市公民館　0834-62-
2707

山口県 周南市 ③ 徳山のんた祭
市民ダンスパフォーマンスや各種体験プログラムをおりまぜた
イベントです。

10月27, 28日 徳山駅周辺 周南市観光協会 無料
http://www.kanko-
shunan.com/
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山口県 周南市 ③
周南萌えサミット2012
～セカンドインパクト～

貞本義行氏（新世紀エヴァンゲリオン）が生まれ育ったまち、周
南をサブカルチャーでまちづくり。日本マンガ家協会中国支部
長：なかはらかぜ氏が主催として、原画展等を実施予定。コミッ
クマーケットの同時開催や痛車の展示、ステージイベント等を
おりまぜたイベントです。

10月28日 徳山駅周辺
周南萌えサミット実行委員
会

無料 http://moesami.com/

山口県 周南市 ④ 産業観光ツアー
地元企業と地域に密着した産業活動や歴史を見学・体験する
ツアーです。

10月17日 株式会社東ソー等 新南陽商工会議所
http://www.s-
cci.or.jp/

山口県 周南市 ④ 産業観光ツアー
地元企業と地域に密着した産業活動や歴史を見学・体験する
ツアーです。

11月15日
株式会社中島屋酒造場
等

新南陽商工会議所
http://www.s-
cci.or.jp/

山口県 周南市 ①③
大津島縦断ウォークと
人間魚雷「回天」の基
地を訪ねて

島の歴史を感じながら観光ボランティアガイドと大津島を縦断
します。日本で唯一残る人間魚雷「回天」の基地跡や回天記念
館を訪れます。

10月20日 大津島 周南市観光協会
http://www.kanko-
shunan.com/

山口県 周南市 ①③
「児玉源太郎」と徳山毛
利藩のゆかりの地を訪
ねて

児玉源太郎ゆかりの地から、城下町徳山として栄えた時代の
象徴である毛利家墓所等を観光ボランティアガイドが案内しま
す。

11月10日 旧徳山市内 周南市観光協会
http://www.kanko-
shunan.com/

山口県 周南市 ④ 周南冬のツリーまつり
レインボー電飾球・ＬＥＤ ３０万個を使用し、駅前ロータリーや
樹木等にイルミネーションを装飾します。

11月2日～12月25
日

徳山駅前周辺 徳山商工会議所 無料
http://www.tokuyam
a-cci.or.jp/

山口県
周防大島

町
① 文化作品展 絵画陶芸等の展示

10月26日(金)～11
月22日(金)

久賀総合センター
周防大島町教育委員会
久賀公民館

無料 0820-72-2271

山口県
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(土)
大島商船
高等専門学校

周防大島町教育委員会
大島公民館

無料 0820-74-3800
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山口県
周防大島

町
①

第２４回橘生涯学習発
表会・第５５回文化芸
能祭

踊り・歌・演奏等の発表会や手芸・工芸・写真・絵画等の展示

芸能発表会；11月
3日(土)

作品展示会；11月
10(土)～11日(日)

橘総合センター
周防大島町教育委員会
橘公民館

無料 0820-77-0100

山口県
周防大島

町
① 図書館まつり お話会、読み聞かせ、本のリサイクル 11月11日(日） 大島図書館 大島図書館 無料 0820‐74‐3800

山口県 長門市 ③
詩人の魂～
相田みつをと金子み
すゞの世界展

生きた時代も人生もまったく異なる二人が、現代の日本に呼応
して開催されるコラボレーション企画展です。それぞれの魂の
交歓ともいうべき展示内容となっています。

9月29日
～

10月28日

ルネッサながと
文化情報
ギャラリー

長門市

一般
500
円

小中
校生
200
円

0837-23-1229

山口県 長門市 ③ 企画展「愛情展」
画家・香月泰男が描いた、親子の愛情や家族との絆を感じさ
せる作品を展示します。家族から愛された画家の愛情あふれ
る企画展です。

7月14日
～

11月26日

香月泰男
美術館

香月泰男
美術館

一般
500
円

小中
校生
200
円

http://www.city.naga
to.yamaguchi.jp/~kaz
ukiyasuo/

山口県 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。広島大学　小原友行先生に小中一貫教育につ
いて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 0837-23-1258

山口県 長門市 ① 第8回図書館まつり 古本市、読み聞かせ　ほか 11月3日
長門市立
図書館

図書館まつり実行委員会、
長門市立図書館

無料
http://www2.lib-
nagato.jp

山口県 長門市 ① 通地区文化祭
通地区の生涯学習グループ・個人による芸能発表や展示、バ
ザー等

11月3, 4日 通公民館周辺
長門市教育委員会
通公民館

無料 0837-28-0008

山口県 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3, 4日
長門市農業者トレーニン
グセンター及び三隅中
学校体育館

三隅文化団体連絡協議会 無料 0837-43-1697

山口県 長門市 ①
第43回俵山地区民
文化産業祭

地区民による展示・演芸・バザーほか 11月4日
俵山公民館俵山小・中
学校体育館

俵山地区民文化産業祭実
行委員会

無料 0837-29-0063
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山口県 長門市 ③ 長門市民文化祭
市内の文化団体による芸能発表や、作品の展示をします。
様々な演目がステージ上で披露されます。

11月17, 18日
ルネッサ
ながと

長門文化協会 無料 0837-26-6001

山口県 長門市 ③ 松竹大歌舞伎
出演：中村橋之助、片岡孝太郎ほか。
歌舞伎の魅力を分かりやすく、より親しみやすくご紹介します。

11月23日
ルネッサ
ながと

公益財団法人
長門市文化
振興財団

1階
席

7100
円
2階
席

6100
円

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

山口県 長門市 ③ 企画展「くらし展」
「厨房の画家」とも呼ばれた香月泰男の、食卓に上る野菜や魚
など身の回りの品を描いた作品を集めた企画展です。

11月30日
～

3月25日

香月泰男
美術館

香月泰男
美術館

一般
500
円

小中
校生
200
円

http://www.city.naga
to.yamaguchi.jp/~kaz
ukiyasuo/

山口県 萩市 ③
萩博物館特別展　藤田
伝三郎翁没後100年記
念　藤田美術館の名宝

萩出身で、明治財界のリーダー藤田伝三郎が収集した藤田美
術館所蔵の重要文化財を含む絵画や墨跡・茶道具などを一堂
に展示します。

11月3日～12月9
日

(11月21日は展示
替えのため閉鎖)

萩博物館企画展示室
萩市
萩博物館

http://www.city.hagi.l
g.jp/hagihaku/

山口県 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14～21日 萩市民館 萩市 無料
萩市文化・生涯学習
課文化振興係

山口県 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

山口県 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10日 萩市民館 萩市 無料 萩市中央公民館

山口県 萩市 ③
伝統芸能フェスティバ
ル

市内各地に伝わる伝統芸能の披露を実施する。 11月11日 萩市民館 萩市 無料
萩市文化・生涯学習
課文化振興係
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山口県 萩市 ① 萩市民大学教養講座
市民一人ひとりに、複雑、多様化する社会の変化に対応でき
る教養を身につけるため、各界で活躍する著名人を講師に迎
え、講座を開催する。

10月21日 萩市民館 萩市 無料
萩市文化・生涯学習
課文化振興係

山口県 光市 ③ 第8回　光市芸能祭
光文化協会会員による創作舞踊、歌謡、邦楽、吟剣詩舞、謡
曲、合唱、ピアノの各部門の発表会です。

9月30日, 10月7,
21, 28日, 11月3,
11日, 12月23日

光市民ホール
光市、光市教育委員会、光
文化協会ほか各部門

無料

http://www.city.hikari
.lg.jp/kyouiku/bunka/
h24hikarishibunkasai.
html

山口県 光市 ③ 第8回　光市文芸祭 光文化協会会員による短歌、川柳、俳句の大会です。
10月14日, 11月10

日, 12月2日
浅江公民館

光市、光市教育委員会、光
文化協会ほか各部門

http://www.city.hikari
.lg.jp/kyouiku/bunka/
h24hikarishibunkasai.
html

山口県 光市 ③ 第8回　光市美術展 広く一般から募集した作品を展示します。
10月23～28, 30日

～11月4日
光市文化センター

光市、光市教育委員会、光
文化協会、財団法人光市文
化振興会

無料

http://www.city.hikari
.lg.jp/kyouiku/bunka/
h24hikarishibunkasai.
html

山口県 平生町 ② 平生中学校文化祭
クラスごとによる合唱コンクール
各種展示、発表
ＰＴＡによるバザー

10月28日 平生中学校 平生中学校 無料
平生町教育委員会学
校教育課
0820-56-6083

山口県 平生町 ①
ふれあい曽根公民館ま
つり

　サークルによる生涯学習の展示とステージ発表、各種団体
によるチャリティーバザー

10月28日 曽根公民館
曽根公民館運営協力委員
会

無料
曽根公民館
0820-56-2217

山口県 平生町 ③ 平生町総合文化展
文化協会に所属する町内１４団体・地元小・中・高校生の作品
及び地域の方の自由作品を展示する。

11月3, 4日 平生町武道館 平生町文化協会 無料
平生町中央公民館
0820-56-5320

山口県 平生町 ① 生涯学習表彰式
町民憲章具現化のためのポスターと標語の表彰を行う。屋外
では、生涯学習推進協議会の加入団体を中心に模擬店が行
われ、特産品等が販売される。

11月3日 平生町体育館 生涯学習推進本部 無料
平生町教育委員会社
会教育課
0820-56-6083
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山口県 平生町 ③ ふれあいコンサート
町内小学校、中学校、高等学校の参加による合唱、合奏のコ
ンサート。

11月3日 平生町体育館
平生町教育委員会
平生町音楽協会

無料
平生町教育委員会社
会教育課
0820-56-6083

山口県 平生町 ③ 平生町民音楽祭
町内の各種音楽団体による音楽の祭典。民謡、邦楽、舞踊ほ
か。

11月4日 平生町体育館 平生町音楽協会 無料
平生町教育委員会社
会教育課
0820-56-6083

山口県 平生町 ①
平生町青少年健全育
成推進大会

各種表彰、少年の主張、実践活動発表 11月10日 平生町武道館
平生町青少年育成町民会
議

無料
平生町教育委員会社
会教育課
0820-56-6083

山口県 平生町 ① 宇佐木ふれあいまつり
　サークルによる生涯学習の展示とステージ発表、各種団体
によるチャリティーバザー

11月18日
宇佐木コミュニティセン
ター

宇佐木コミュニティ協議会 無料
平生町中央公民館
0820-56-5320

山口県 平生町 ① 竪ヶ浜ふるさとまつり
　サークルによる生涯学習の展示とステージ発表、各種団体
によるチャリティーバザー

11月18日
竪ヶ浜コミュニティセン
ター

竪ヶ浜コミュニティセンター
運営協議会

無料
平生町中央公民館
0820-56-5320

山口県 美祢市 ①、③
生涯学習
フェスタ

　｢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。また、毎年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。

11月3～23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
教育委員会

美祢市
文化協会
(予定)

無料

美祢市
教育委員会
社会教育課
0837-52-5261

音楽･ﾀﾞﾝｽ祭り
11/3
芸能まつり
11/4
各種作品展
11/3～11/6
謡曲大会、将棋大会
11/11
将棋大会
11/18
吟道大会
11/23

山口県 美祢市 ②
小学校読書感想
作品展

　毎年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。

11月5～13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
美祢図書館
0837-52-0213
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山口県 美祢市 ②
中学校文化祭
作品展・発表会

　毎年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。

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
学校教育課
0837-52-1118

山口県 美祢市 ② 小学校音楽会
　毎年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。

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

山口県 美祢市 ② 小学校作品展
　毎年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。

11月8～11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

山口県 柳井市 ③
第46回柳井市生活芸
術展覧会

生活芸術を一堂に展示して、その振興と普及を図ります。
11月2～4日 柳井市文化福祉会館 柳井市教育委員会 無料

生涯学習・スポーツ
推進課TEL0820-22-
2111(内線331)

山口県 柳井市 ③
第48回柳井市美術展
覧会

美術の鑑賞をとおして、美術の振興と普及を図ります。
11月10～14日 柳井市文化福祉会館 柳井市教育委員会

生涯学習・スポーツ
推進課TEL0820-22-
2111(内線331)

山口県 山口市 ②③
山口県高等学校総合
文化祭

放送部門大会 11月10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

山口県 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16～18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

山口県 山口市 ②,③
第18回山口県特別支
援学校文化祭美術作
品展

県内１３校の特別支援学校に在籍する幼児児童生徒の作品を
発表し、広く県民の皆様に鑑賞していただくとともに、特別支援
教育についての理解啓発を図ります。

10月17日～11月2
日

山口県庁県政資料館旧
県会議事堂議員控室

山口県特別支援学校文化
連盟

無料
山口県立宇部総合支
援学校（０８３６－４１
－４０３６）

山口県 山口市 ①
第2回AFPY/森のチャ
レンジコース研修会

子どもたちの豊かな人間づくりを目的とした指導者のための研
修会

11月3, 4日
十種ヶ峰青少年自然の
家

山口県教育委員会
http://www.pref.yam
aguchi.lg.jp/cms/a50
400/afpy/afpy.html
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山口県 山口市 ③
平成24年度第8回資料
小展示「二ノ丸様と杉
小次郎（２）」

文書館所蔵資料の中から、毛利輝元の側室二ノ丸様事件に
関する資料を展示します。

11月1～29日 山口県文書館 山口県文書館 無料
http://ymonjo.ysn21.j
p/index/page/id/389

山口県 山口市 ③ 山口市民文化祭 山口文化協会加盟団体の活動の成果を発表します。 11月3, 4日 山口市民会館 山口文化協会、山口市

山口文化協会事務局
TEL083-937-2718
（山口市総合政策部
文化政策課内）

山口県 山口市 ③
企画展
「中也の父・謙介」

中原中也の父・謙助の生涯と、中也の作品に見られる父親像
を紹介します。

11月1日～3月24
日

中原中也記念館
公益財団法人山口市文化
振興財団

中原中也記念館
TEL083-932-6430
http://www.chuyakan
.jp/

山口県 山口市 ③

公共ホール現代ダンス
活性化支援事業
しげやんダンスでつな
ぐ「人」と「まち」

ダンサーの北村成美氏が１週間滞在し、インチーリ、アウトリー
チでのワークショップ及び公演を行います。

10月28日～11月3
日

クリエイティブ・スペース
赤れんが

NPO法人こどもステーション
山口、山口市

クリエイティブ・スペー
ス赤れんが
083-928-6666

山口県 山口市 ③
山口の連歌と俳諧　宗
祇から菊舎まで

山口に伝わる連歌・俳諧の資料を系統的に展示するほか、そ
れらの資料に関する講演を行います。

9月22日～11月18
日

山口市歴史民俗資料館
山口市歴史民俗資料館・俳
文学会第64回全国大会実
行委員会

http://www.city.yama
guchi.lg.jp/cms-
sypher/www/section
/detail.jsp?id=1046

山口県 山口市 ③ それぞれの山頭火展
収蔵品の中から、山頭火に関する絵画・彫刻・書・屏風などを
展示します。

11月13～25日 山口市小郡文化資料館 山口市小郡文化資料館 無料
http://www8.ocn.ne.j
p/~cm-ogori/

山口県 山口市 ③ 文化財教室 小中学生を対象に、鋳造体験などを行います。 11月3日
山口市教育委員会文化
財保護課

山口市教育委員会文化財
保護課

http://www.city.yama
guchi.lg.jp/cms-
sypher/www/section
/detail.jsp?id=903

山口県 山口市 ①
第22回山口市民大学
講座

著名人などを講師に招き、講座を開催するものです。 11月11日 徳地文化ホール 山口市

http://www.city.yama
guchi.lg.jp/cms-
sypher/www/event/d
etail.jsp?id=5394
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都道府県 市区町村 類型 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

山口県 山口市 ①
第9回市立中央図書館
まつり

講演会、おはなし会、図書館探検隊など 11月17日 中央図書館 中央図書館 無料
http://www.lib-
yama.jp

山口県 山口市 ① おはなしひろば 紙芝居、絵本の読み聞かせ 11月3日 中央図書館 中央図書館 無料
http://www.lib-
yama.jp

山口県 山口市 ① すきなおはなしの絵 読書感想画の展示 12月3日まで 中央図書館 中央図書館 無料 083-901-1040

山口県 山口市 ① 図書館まつり おはなし会スペシャルや古本市などを開催予定 11月3日 小郡図書館 小郡図書館 無料 083-973-0098

山口県 山口市 ①
秋の読書週間おは
なし会スペシャル

大型絵本の読み聞かせ・パネルシアター
紙芝居・クイズ・手遊び等

11月2日 秋穂図書館 秋穂図書館 無料 083-984-0065  

山口県 山口市 ① きらら館まつり 本のリレー市、おはなし会、上映会など 11月3日 阿知須図書館 阿知須図書館 無料 0836-66-0001

山口県 山口市 ① 図書館まつり 読み聞かせ会、上映会、ブックリサイクルなど 11月4日 徳地図書館 徳地図書館 無料 0835-52-0043

山口県 山口市 ① 絵本を楽しむ会
テーマに沿って、絵本を持ち寄り、紹介しあい絵本の知識を高
める。

11月9日 阿東図書館 阿東図書館 無料 083-956-0785

山口県 山口市 ②、④
サイエンスやまぐち
2012「第66回山口県科
学作品展」

県内の小・中・高等学校の児童・生徒の科学作品展。優秀な科
学作品を自然と創造の部に分けて展示します。

10月26日～11月
11日

県立山口博物館 県立山口博物館
http://www.yamahak
u.pref.yamaguchi.jg.jp
/

教育・文化週間期間
中は無料

山口県 山口市 ②、④
サイエンスやまぐち
2012「第66回山口県科
学研究発表会」

県内の小・中・高等学校の児童・生徒たちが日頃の科学研究
の成果を発表するとともに、優秀作品を表彰します。

11月6日 山口県教育会館 県立山口博物館 無料
http://www.yamahak
u.pref.yamaguchi.jg.jp
/
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第54回「教育・文化週間」関連行事

都道府県 市区町村 類型 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

山口県 山口市
①、②、

④
学芸員トーク「植物と巡
る世界一周の旅」

学芸員が世界各地のおもしろい植物の紹介を行います。 11月11日 県立山口博物館 県立山口博物館 無料
http://www.yamahak
u.pref.yamaguchi.jg.jp
/

対象：一般、　　　　定
員：３０人、　　　事前
申込み必要

山口県 山口市
①、②、

④
木星・天王星・海王星
を見る会

大口径の天体望遠鏡で木星・天王星及び海王星を観察しま
す。

11月16～18日 県立山口博物館 県立山口博物館 無料
http://www.yamahak
u.pref.yamaguchi.jg.jp
/

山口県 山口市
①、②、

④
実験！ エレキラボ 実験を通して、科学の本質に迫ります。 11月18日 県立山口博物館 県立山口博物館 無料

http://www.yamahak
u.pref.yamaguchi.jg.jp
/

対象：一般、　　　　定
員：３０人、　　　事前
申込み必要

山口県 山口市 ② 地域開放参観日 教育活動（授業等）の地域への公開を行います。 11月7～9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

山口県 山口市 ① 森の手作り教室
自然のものを使ったクラフトを行い、自然に親しむ感性をはぐく
むとともに利用促進につなげることを目的に実施する事業で
す。

11月12日
11月13日

国立山口徳地青少年自
然の家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

http://www.niye.go.jp/

山口県 山口市 ① 石風呂体験会
徳地地域に伝承する石風呂の体験を通して、地域文化への興
味・関心を高めることを目的に実施する事業です。

11月18日
国立山口徳地青少年自
然の家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

http://www.niye.go.jp/

山口県 和木町 ③
和木町文化協会文化
祭展示会

町内の文化団体による、書道や生花などの作品を展示しま
す。

10月18日(木)～11
月18日(日)

和木美術館 和木町文化協会 無料 0827-52-2191
展示は毎週木曜日か
ら日曜日まで

山口県 和木町 ①
わき愛あいフェスティバ
ル

キャラクターショーや北海道バザー、各種団体による物品の販
売などを行います。

11月4日(日) 和木中学校グラウンド
わき愛あいフェスティバル実
行委員会
(和木町教育委員会内)

0827-53-3123

山口県 和木町 ③
和木町文化協会芸能
祭

町内の文化団体による、踊りや演奏、太鼓などの発表会です。 11月11日(日) 和木町文化会館 和木町文化協会 無料 0827-52-2191

山口県 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20日(火) 和木町文化会館 和木町教育委員会 無料 0827-53-3123

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


