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山口県 阿武町 ① 心の冒険サマースクール　ジョブプログラムin阿武
小学生が農作物・海産物にかかわる仕事に取組み、得た食材で仲間と食事作りに取り組
む「職」と「食」のプログラムを実施します。

11月3日・4日 阿武町奈古地域
山口県教育委員会、
山口県ひとづくり財団

http://www.pref.yamagu
chi.lg.jp/cms/a50400/su
mmer-s/summer-
school.html

山口県教育庁
社会教育・文化財課
083-933-4650

山口県 阿武町 ①，③ 福賀大農業まつり
地元の生産者が丹誠込めて作った農林産物や食材加工品の販売、福賀小学校児童の和
太鼓演奏をはじめ多種多様のユニークな企画が開催されます。

11月4日
阿武町立福賀小・中
学校グラウンド

阿武町農村青年協議会、
阿武町福賀公民館

無料
阿武町福賀公民館
08388-5-0211

山口県 阿武町 ①，③ 宇田郷ふれあい祭り
地元の生産者や漁業関係者、団体による食品などの販売や、地元住民が製作した衣類
や小物等、様々な作品の展示も行っています。また、保育園児や子どもたちによる遊技、
地元フォークダンスグループの発表等が企画されています。

11月3日
宇田郷
ふれあいセンター

宇田郷ふれあい祭り実行委員会 無料
阿武町宇田郷公民館
08388-4-0211

山口県 岩国市 ① 生涯学習フェスタinゆう
由宇文化協会に所属する生涯学習グループの作品展示、芸能発表、映画上映等を行い
ます。

11月3日,4日 岩国市由宇文化会館 岩国市教育委員会由宇支所 無料
岩国市教育委員会由宇支所
0827-63-0121

山口県 岩国市 ①，② 岩国市子どもの読書活動推進パネル展
「岩国市子どもの読書活動推進計画（第三次）」に基づいて、子供の読書環境整備のため
に平成29年度に実施した取組みを写真などを使って展示します。

10月26日～11月9
日，11月16日～26
日

中央図書館、岩国市
役所

岩国市中央図書館 無料
岩国市中央図書館
0827-31-0046

山口県 岩国市 ③ 明治維新150年関連資料展示
明治維新150年に関する資料を展示します。前半のテーマは「明治維新と岩国」、後半の
テーマは「薩長土肥　幕末維新の風景をたずねて」です。

10月1日～12月28日 中央図書館 岩国市中央図書館 無料
岩国市中央図書館
0827-31-0047

山口県 岩国市 ③
第62回岩国市民文化祭　岩国地区吟剣詩舞道連
盟大会

漢詩や和歌を歌う吟詠と、吟詠に合わせて舞う剣詩舞などの披露。 10月27日 岩国市民文化会館
岩国市、岩国市文化協会、公益財
団法人岩国市文化芸術振興財団

無料
【岩国市HP】
http://www.city.iwakuni.l
g.jp/

岩国市市民生活部文化振興課
0827-29-5211

山口県 岩国市 ③ 第62回岩国市民文化祭　コーラスフェスティバル 子どもからシニア、混声など、市内の団体による美しい歌声のステージ。 10月28日 岩国市民文化会館
岩国市、岩国市文化協会、公益財
団法人岩国市文化芸術振興財団

無料
【岩国市HP】
http://www.city.iwakuni.l
g.jp/

岩国市市民生活部文化振興課
0827-29-5211

山口県 岩国市 ③ 第62回岩国市民文化祭　秋の盆栽展 市内の盆栽の愛好者による個性あふれる作品を展示します。 11月2～4日 岩国市民文化会館
岩国市、岩国市文化協会、公益財
団法人岩国市文化芸術振興財団

無料
【岩国市HP】
http://www.city.iwakuni.l
g.jp/

岩国市市民生活部文化振興課
0827-29-5211

山口県 岩国市 ③
第62回岩国市民文化祭　近郊カメラマンたちの写
祭

岩国市及び近郊で活動する写真愛好家たちによる写真展。自由な表現で100点以上の作
品を展示。

11月9～11日 岩国市民文化会館
岩国市、岩国市文化協会、公益財
団法人岩国市文化芸術振興財団

無料
岩国市HP：
http://www.city.iwakuni.l
g.jp/

岩国市市民生活部文化振興課
0827-29-5211

山口県 岩国市 ③ 第62回岩国市民文化祭　岩国市民短歌大会 出句された短歌作品の中から優れた作品の表彰と講評を行います。 11月11日 岩国市中央公民館
岩国市、岩国市文化協会、公益財
団法人岩国市文化芸術振興財団

無料
【岩国市HP】
http://www.city.iwakuni.l
g.jp/

岩国市市民生活部文化振興課
0827-29-5211

山口県 岩国市 ③
第55回山口県俳句大会・第62回岩国市民文化祭　
岩国市民俳句大会

出句された俳句作品の中から優れた作品を表彰します。 11月11日 シンフォニア岩国
岩国市、岩国市文化協会、公益財
団法人岩国市文化芸術振興財団

無料
岩国市HP：
http://www.city.iwakuni.l
g.jp/

岩国市市民生活部文化振興課
0827-29-5211

山口県 岩国市 ③ 『今はじまる千年の物語』-錦帯橋芸術祭-
錦帯橋千年プロジェクトの一環として、文化芸術により錦帯橋の魅力をさらに高めるため
に行われます。錦帯橋のかがり火をはじめ、市民による大合唱、音楽イベント等、さまざま
な催しを行う予定です。

11月9～11日 錦帯橋周辺
岩国市、岩国市文化協会、公益財
団法人岩国市文化芸術振興財団

無料
岩国市HP：
http://www.city.iwakuni.l
g.jp/

岩国市市民生活部文化振興課
0827-29-5211

山口県 岩国市 ② 岩国市玖南地区小学校音楽会
岩国地域の岩国地区と玖南地区（玖珂郡和木町・岩国市由宇町）の小学生が「岩国市民
文化会館」に集い、合唱や合奏、太鼓や吹奏楽等日頃の練習の成果を発表します。

11月8日 岩国市民文化会館
岩国市教育委員会、岩国市・和木
町小学校教育研究会

無料
岩国市教育委員会教育センター
0827-43-0901

山口県 岩国市 ② 岩国市和木町中学校合唱祭
岩国市と玖珂郡和木町内の全中学校の生徒が「シンフォニア岩国」に集い、学校を代表し
て素敵な合唱を披露します。

11月7日 シンフォニア岩国
岩国市教育委員会、岩国市・和木
町中学校教育研究会

無料
岩国市教育委員会教育センター
0827-43-0901

第60回「教育・文化週間」関連行事
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料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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山口県 岩国市 ② 岩国市玖北地区小学校音楽会
岩国市玖北地区（錦町、美川町、美和町、本郷町）の小学生が「ハーモニーみわ」に集い、
合唱や合奏、太鼓や吹奏楽等学校の特色に応じた演奏を発表します。

11月6日 ハーモニーみわ
岩国市教育委員会、岩国市・和木
町小学校教育研究会

無料
岩国市教育委員会教育センター
0827-43-0901

山口県 岩国市 ② 岩国市玖西地区小学校音楽会
岩国市玖西地区（周東町、玖珂町）の小学生が「周東パストラルホール」に集い、合唱や
合奏、太鼓や吹奏楽等学校の特色に応じた演奏等を発表します。

11月13日 周東パストラルホール
岩国市教育委員会、岩国市・和木
町小学校教育研究会

無料
岩国市教育委員会教育センター
0827-43-0901

山口県 岩国市 ①, ③ 玖珂まち生涯学習文化展 玖珂町生涯学習サークル加入団体による作品展示を行います。
11月17日（午後）～
11月18日

玖珂こどもの館
玖珂まち生涯学習文化展実行委
員会、岩国市教育委員会玖珂支
所、玖珂公民館

無料
岩国市教育委員会玖珂支所
0827-82-5445

山口県 岩国市 ①・④
岩国徴古館企画展示「明治150年記念　岩国の明
治維新」

岩国地域に残る史料から明治維新について紹介。近年、新たに確認された明治維新関連
史料もあわせて展示。

10月28日～1月6日 岩国徴古館 岩国市教育委員会岩国徴古館 無料
岩国徴古館HP
http://www.city.iwakuni.l
g.jp/site/chokokan/

岩国徴古館
（0827-41-0452）

山口県 宇部市 ③ 第６７回宇部まつり

昭和9年に「炭都祭」として始まった祭りだが、市民総参加の祭りという意味で昭和37年に
「宇部まつり」と改称し、現在では宇部市最大の祭りとして、市民はもとより、山口県内外
から多くの方にご参加いただいております。毎年公好評のステージや、様々な料理が楽し
めるワールドキッチン、市民約5000人が参加する曳山や南蛮音頭のパレードなど、賑や
かで活気のあるお祭りです。

11月3日・.4日 宇部市街地 宇部まつり実行委員会 無料
【宇部まつりＨＰ】
http://ubematsuri.jp/

宇部まつり実行委員会
0836-34-2050

山口県 宇部市 ①、③ 図書館まつり2018
絵本の読み聞かせ、パネルシアター、朗読劇、点字体験、リサイクルブックフェアなどを行
います。

10月20日・10月21日 宇部市立図書館 図書館まつり実行委員会 無料

【宇部市立図書館HP】
http://www.city.ube.yam
aguchi.jp/kyouyou/tosho
kan/index.html

宇部市立図書館
0836-21-1966

山口県 宇部市 ③ 平成30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。 9月2日～12月16日 宇部市文化会場他 宇部市、宇部文化連盟
無料（一
部有料）

【宇部市文化創造財団
HP】http://ube-
bunzai.jp/inquiry/

宇部市文化創造財団
0836-35-3355

山口県 宇部市 ②，③ 宇部市立中学校合唱祭 市内中学校生徒が集う合唱祭を開催 11月2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

山口県 宇部市 ②，③ 宇部市立小学校音楽祭 市内小学校児童が集う音楽祭を開催 11月8日～9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

山口県 宇部市 ②，③ 宇部市幼児・児童・生徒作品展覧会 市内の幼児・児童・生徒の絵画や工作、書道等の作品展を開催 11月17日～19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 山口県ML（ミュージアム・ライブラリー）連携特別展

山口県内の大学・短大の図書館及び博物館等が連携し展示を開催している。
うち山口大学図書館では，『長州ファイブ～時代をひらく者たち～』をテーマに開催する。
総合図書館では、幕末期に刊行されたイギリス兵法書の翻訳本等、貴重な資料も展示し
ます。医学部図書館では、幕末期の西洋医学の翻訳本を展示するとともに、海外留学に
より未来を切り拓いている現代の医学生の声を紹介します。工学部図書館では、世界で
活躍する技術系人材の育成を目指した「海外研修プログラム」について紹介します。

11月5日～1月31日
山口大学
医学図書館

山口県大学ML連携事業事務局 無料
http://www.lib.yamaguch
i-u.ac.jp/

山口大学
医学部図書館医学情報係
0836-22-2143

山口県 宇部市 ③ 山口県ML（ミュージアム・ライブラリー）連携特別展

山口県内の大学・短大の図書館及び博物館等が連携し展示を開催している。
うち山口大学図書館では，『長州ファイブ～時代をひらく者たち～』をテーマに開催する。
総合図書館では、幕末期に刊行されたイギリス兵法書の翻訳本等、貴重な資料も展示し
ます。医学部図書館では、幕末期の西洋医学の翻訳本を展示するとともに、海外留学に
より未来を切り拓いている現代の医学生の声を紹介します。工学部図書館では、世界で
活躍する技術系人材の育成を目指した「海外研修プログラム」について紹介します。

11月5日～1月31日
山口大学
工学図書館

山口県大学ML連携事業事務局 無料
http://www.lib.yamaguch
i-u.ac.jp/

山口大学
工学部図書館工学情報係
0836-85-9051

山口県 上関町 ①，③ 第30回愛・ランドフェア
保育園児による遊戯やダンス、児童による太鼓、文化サークルによる書画・絵画展示、芸
能祭、地元農水産物の販売等を開催します。

11月3日
上関町
総合文化センター

上関町ふるさとづくり推進会議
上関町役場総合企画課
0820-62-0316

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

山口県 上関町 ③ 朝鮮通信使上関到来まつり
日韓文化交流として基調講演、上関水軍太鼓、韓国伝統舞踊、朝鮮通信使創作劇、朝鮮
通信使行列再現を開催します。

11月18日
上関町総合文化セン
ター他

朝鮮通信使ゆかりのまち全国交流
会上関大会実行委員会

無料
上関町教育委員会生涯学習係
0820-62-1460

山口県 下松市 ①②③ 巡回展「発掘された山口」④

平成２８年度に実施した発掘調査の出土品について、「巡回展」として県内市町へ貸出を
行うことにより、県民が郷土山口の発掘情報を身近に接する機会を提供します。また、開
催期間中、埋蔵文化財に対する興味・関心を喚起するとともに文化財の魅力を発信する
ため、各会場で記念講演やギャラリートークを行います。

9月28日～10月24日 ほしらんどくだまつ
公益財団法人山口県ひとづくり財
団　山口県埋蔵文化財センター

無料 http://www.y-aibun.jp/

公益財団法人
山口県ひとづくり財団
山口県埋蔵文化財センター
083-923-1060
下松市教育委員会
生涯学習振興課
0833-45-1870

山口県 下松市 ③ 第６８回下松市民美術展覧会
広く一般市民から美術作品を募集して展示することにより、郷土美術の振興と普及を図る
とともに、美術の鑑賞を通じて市民文化の向上を図ります。

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

【下松市HP】
http://www.city.kudamat
su.lg.jp/gakusyuu/kyouik
u/syakyou/sibiten/sibite
ntop.html

下松市教育委員会
生涯学習振興課
0833-45-1870

山口県 下松市 ③ 第３９回下松市民吟詠発表会 下松市文化協会に加盟する９流派による詩吟の発表会を開催します。 11月18日 スターピアくだまつ 下松市文化協会 無料

【下松市HP】
http://www.city.kudamat
su.lg.jp/gakusyuu/bunka
/bunkakyoukai.html

山口県 下松市 ③ 第３５回下松市民美術文化展 絵画・書道・写真・皮工芸・水引工芸・刺しゅう・押し花の作品を展示します。
11月24日
～25日

スターピアくだまつ 下松市文化協会 無料

【下松市HP】
http://www.city.kudamat
su.lg.jp/gakusyuu/bunka
/bunkakyoukai.html

山口 下松市 ①
第７回星ふるくだまつアカデミー
果実・野菜の科学－収穫後の”おいしさ”を保つ

青果物（バナナ、リンゴ、ブロッコリー）の流通・貯蔵と品質について説明します。また、こ
れらの青果物の品質を保持するためにはどのようにしたら良いかなど具体的に示します。
また、笠戸レモンや来巻ニンニクについても収穫後の品質保持について解説します。

11月18日 下松中央公民館 放送大学 無料
http://www.sc.ouj.ac.jp/
center/yamaguchi/index.
html

放送大学山口学習センター
083-928-2501

山口県 山陽小野田市 ①,②,③
明治150年特別展
「幕末維新期という時代
　　－厚狭毛利家家臣二歩家の記録－」

厚狭毛利家家臣二歩家にのこされた『二歩家文書』を中心に幕末から明治に
かけての歴史を地域史の視点も取り上げながらみていきます。加えて、「明治」という新た
な時代を迎え、その「変化」に対応していく武士の姿をみていき、幕末維新という時代を改
めて考えていきます。

10月5日～11月25日
山陽小野田市歴史民
俗資料館

山陽小野田市歴史民俗資料館 無料
http://www.city.sanyo-
onoda.lg.jp/site/rekimin/

山陽小野田市歴史民俗資料館
0836-83-5600

山口県 下関市 ③ 秋季所蔵品展「絹代、秋の受章」
昭和45年11月、田中絹代に紫綬褒章が授与されました。仲間が開いた「祝う会」の様子
や、絹代の装いを紹介いたします。

9月4日～11月4日
下関市立近代先人顕
彰館2階田中絹代記
念館

公益財団法人
下関市文化振興財団

http://kinuyo-bunka.jp
下関市立近代先人顕彰館
083-250-7666

2階田中絹代記念館は有
料のため、入館料　　一
般200円　小中学生100円

山口県 下関市 ③
水木洋子没後15年企画展「絹代と映画『おかあさ
ん』」

戦後の日本映画黄金時代を担った脚本家のひとり水木洋子が没後15年を迎えたことか
ら、田中絹代が出演した水木脚本の映画3作品(『安宅家の人々』『おかあさん』『おとうと』)
を紹介します。

11月6日～3月3日
下関市立近代先人顕
彰館2階田中絹代記
念館

公益財団法人
下関市文化振興財団

http://kinuyo-bunka.jp
下関市立近代先人顕彰館
083-250-7666

2階田中絹代記念館は有
料のため、入館料　　一
般200円　小中学生100円

山口県 下関市 ③ 秋季所蔵品展「豊田行二」
昭和43年（1968）「示談書」で文壇にデビューした豊田行二。政治小説、推理小説、官能小
説など各分野で多彩な筆をふるいました。今回は450冊にも及ぶ著作の中から、主に政治
を舞台にした小説を紹介します。

10月10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

公益財団法人
下関市文化振興財団

無料 http://kinuyo-bunka.jp
下関市立近代先人顕彰館
083-250-7666

山口県 下関市 ③
田中絹代ぶんか館名画劇場「愛染かつら（総集
編）」

田中絹代主演映画「愛染かつら（総集編）」(昭和13年野村浩将監督)の上映会です。青年
医師と子持ちの看護婦との恋を、すれ違いをテーマに描いています。

11月4日
下関市立近代先人顕
彰館1階ミニホール

公益財団法人
下関市文化振興財団

無料 http://kinuyo-bunka.jp
下関市立近代先人顕彰館
083-250-7666

山口県 下関市 ③ 第１２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8日～
12月27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、公益
財団法人下関市文化振興財団、下
関市文化連合会、下関市芸術文化
祭運営委員会

下関市民会館内
下関市芸術文化祭運営委員会
083-231-6401

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 下関市 ① 下関市青少年健全育成市民会議　推進大会
青少年健全育成市民運動を展開し、青少年の健全な育成を図ることを目的とする会議で
す。青少年健全育成功労者表彰や青少年健全育成及び非行・被害防止等啓発作品（ポ
スター）最優秀者の表彰、各地区の活動報告、講演会を行います。

11月5日 下関市教育センター 下関市青少年健全育成市民会議 無料
下関市教育委員会
教育部生涯学習課
083-231-7968

山口県 下関市 ③
綾羅木郷遺跡史跡指定50周年記念「郷台地奇譚 
EpisodeⅠ―文化財保護の金字塔―」

綾羅木郷遺跡の史跡指定50周年を記念して、当時の調査状況や成果を展示し、この遺跡
が全国の文化財保護活動や地域に果たした役割について、改めて考察します。

9月8日～11月11日 下関市立考古博物館 下関市立考古博物館 無料
http://www.koukohaku.s
himonoseki.yamaguchi.jp

下関市立考古博物館
083-254-3061

山口県 下関市 ① 記念講演会（3回目）
綾羅木郷遺跡史跡指定50周年記念「郷台地奇譚 EpisodeⅠ―文化財保護の金字塔―」
に関連する記念講演会です。

10月27日 下関市立考古博物館 下関市立考古博物館 無料
http://www.koukohaku.s
himonoseki.yamaguchi.jp

下関市立考古博物館
083-254-3061

要事前申し込み

山口県 下関市 ① 一般教養講座（4回目）
考古学の各分野で活躍する研究者を招き開催する公開講座です。年4回の開催で、本年
度のテーマは「下関出身の考古学者」です。

11月10日 下関市立考古博物館 下関市立考古博物館 無料
http://www.koukohaku.s
himonoseki.yamaguchi.jp

下関市立考古博物館
083-254-3061

要事前申し込み

山口県 下関市 ① 勾玉づくり教室（2回目）
大昔のアクセサリーである勾玉を、本物にも用いられていた滑石という石材を使って制作
します。

11月17日 下関市立考古博物館 下関市立考古博物館 無料
http://www.koukohaku.s
himonoseki.yamaguchi.jp

下関市立考古博物館
083-254-3061

要事前申し込み

山口県 下関市 ① 英語による絵本の読み聞かせ ハロウィンをテーマにした英語の読み聞かせを行います。 10月20日 下関市立中央図書館 下関市立中央図書館 無料
【下関市立図書館HP】
http://www.library.shimo
noseki.yamaguchi.jp

下関市立中央図書館
083-231-2226

山口県 下関市 ①・③ ドリームシップ祭り みんなで歌おう・なつかしの歌（オカリナとギター）を開催します。 10月20日
下関市生涯学習プラ
ザ

下関市立中央図書館 無料
【下関市立図書館HP】
http://www.library.shimo
noseki.yamaguchi.jp

下関市立中央図書館
083-231-2226

山口県 下関市 ① ドリームシップ祭り 大人向け「語りと朗読会」を開催します。 10月20日 下関市立中央図書館 下関市立中央図書館 無料
【下関市立図書館HP】
http://www.library.shimo
noseki.yamaguchi.jp

下関市立中央図書館
083-231-2226

山口県 下関市 ① ドリームシップ祭り 下関市立中央図書館館長が「本の魅力を語る」と題した講演を行ないます。 10月21日
下関市生涯学習プラ
ザ

下関市立中央図書館 無料
【下関市立図書館HP】
http://www.library.shimo
noseki.yamaguchi.jp

下関市立中央図書館
083-231-2226

山口県 下関市 ① ドリームシップ祭り スペシャルおはなし会「おはなしの花束」を開催します。 10月21日 下関市立中央図書館 下関市立中央図書館 無料
【下関市立図書館HP】
http://www.library.shimo
noseki.yamaguchi.jp

下関市立中央図書館
083-231-2226

山口県 下関市 ① 宮の杜読書会 宮の杜読書会による万葉集、伊勢物語の朗読と研究を行います。 11月21日 下関市立長府公民館 下関市立長府図書館 無料
【下関市立図書館HP】
http://www.library.shimo
noseki.yamaguchi.jp

下関市立長府図書館
083-245-0328

山口県 下関市 ① 出張！！彦島図書館～『図書館へ行こう！』～
下関市役所彦島支所で開催される「彦島地区文化祭」にブースを作り出張図書館を開館
します。

10月27日～28日
下関市役所
彦島支所

下関市立
彦島図書館

無料
【下関市立図書館HP】
http://www.library.shimo
noseki.yamaguchi.jp

下関市立彦島図書館
083-266-5086

山口県 下関市 ① 維新関連資料展示 明治維新関連資料を集め展示・閲覧・貸出を行います。 11月4日～11月29日 下関市立菊川図書館 下関市立菊川図書館 無料
【下関市立図書館HP】
http://www.library.shimo
noseki.yamaguchi.jp

下関市立菊川図書館
083-287-0102

山口県 下関市 ① 図書館まつり スペシャルおはなし会・かたりの会を開催します。 10月21日 下関市立豊浦図書館 下関市立豊浦図書館 無料
【下関市立図書館HP】
http://www.library.shimo
noseki.yamaguchi.jp

下関市立豊浦図書館
083-775-4180

山口県 下関市
①、②、
③

大内氏の興亡と毛利氏の隆盛～海峡の戦国史　第
１章～

海峡を舞台にした戦国大名の栄枯盛衰を紹介します。下関市初公開資料を多数展示しま
す。

10月20日～12月9日 下関市立歴史博物館
下関市立
歴史博物館

http://www.shimohaku.jp
下関市立歴史博物館
083-241-1080

山口県 下関市
①、②、
③

奇兵隊の軌跡
奇兵隊士ゆかりの資料から、奇兵隊の結成から解散までを紹介します。奇兵隊の明と暗
の部分に迫ります。

9月26日～12月24日 下関市立東行記念館
下関市立
東行記念館

http://www.shimohaku.jp
下関市立東行記念館
083-284-0212

山口県 下関市 ①，③ 江戸の蕎麦文化体験教室
伝統的な蕎麦料理を調理したり味わったりしながら、江戸の蕎麦文化を体験的に学ぶ講
座です。

11月6日
下関市菊川ふれあい
会館（アブニール）

下関市教育委員会教育部菊川教
育支所

下関市教育委員会
教育部菊川教育支所
083-287-4026

講師：磯部久生（赤間茶
屋　あ三五　店主）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 下関市 ①
企画展示関連講座
「倭人伝の国、一支国・対馬国の弥生人」

企画展示「国境の島　壱岐」展　～魏志倭人伝に記された一支国の世界～の関連講座を
松下孝幸館長を講師として開催します。

10月28日
土井ヶ浜遺跡・人類学
ミュージアム

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム 無料 http://doigahama.jp/
土井ヶ浜遺跡・
人類学ミュージアム

定員60名（申し込み順）

山口県 下関市 ①
学芸員講座「土井ヶ遺跡と弥生人－土井ヶ浜から
日本人のルーツがみえる－」

当館で開催する学芸員講座の１つ。松下孝幸館長がお話します。 11月18日
川棚温泉交流セン
ター（川棚の杜）

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム 無料 http://doigahama.jp/
土井ヶ浜遺跡・
人類学ミュージアム

定員30名（申し込み順）

山口県 下関市 ①
企画展示「国境の島　壱岐」展
～魏志倭人伝に記された一支国の世界～

長崎県の壱岐市立一支国博物館との共催展示です。原の辻遺跡の出土品をはじめ、一
支国博物館の展示物を当館にてご紹介します。

10月16日～1月20日
土井ヶ浜遺跡・人類学
ミュージアム

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム http://doigahama.jp/
土井ヶ浜遺跡・
人類学ミュージアム

山口県 周南市
①、②、
③、④

第２８回全国産業教育フェア山口大会

全国の専門高校等の生徒の学習意欲や産業界、教育界、国民一般への専門高校等の
魅力的な教育内容について理解・関心を高めるとともに、新たな産業教育の在り方を探
り、新しい時代に即した専門高校等における産業教育の活性化を図り、将来の社会や産
業界を担う人材の育成と産業教育の一層の充実・発展に向けて、専門高校等の特色ある
教育活動や魅力とともに生徒一人ひとりが活躍する姿を「明治維新胎動の地」山口県から
全国に発信します。

10月20日～10月21
日

キリンビバレッジ周南
総合スポーツセンター

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム 無料
http://www.sanfair2018.
ysn21.jp/

第28回全国産業教育フェア山口
大会準備委員会事務局（山口県
教育庁高校教育課内）
083-933-4632

山口県 周南市 ① 大道理地区福祉大運動会
大道理地区民が一同に会し、スポーツを通じ親睦を深める事を目的に、毎年１０月に開催
しています。

10月20日
大道理夢求の里交流
館

大道理をよくする会 無料
大道理夢求の里交流館
0834-88-1830

山口県 周南市 ① 鼓南地区ふれあい文化祭
周南市鼓南地区の市民センター（大島、粭島）で、毎年「文化の日」に常日頃から市民セ
ンターの講座や各教室で取り組んだ成果（作品等）を展示や発表する地域の文化祭を開
催します。

11月3日 大島市民センター 鼓南地区コミュニティ推進協議会 無料
大島市民センター
0834-84-0310

山口県 周南市 ① 第40回湯野観音岳歩け歩け大会
市民の健康体力づくりの推進を目的として開催されている。観音岳のハイキング、頂上で
の大声絶叫大会、各種バザー等が行われる。

11月3日
湯野観音岳
ハイキングコース

湯野地区コミュニティ協議会 無料
湯野市民センター
0834-83-2002

山口県 周南市 ① 戸田みのりフェスタ２０１８
市民センター講座生、幼稚園・小中学校等、地域住民が成果を発表する場として地域の
文化祭を開催します。体育館で作品展示、グラウンドで演芸披露、バザーや子どもが楽し
める催しなども行います。

11月4日
戸田小学校
桜田幼稚園

戸田地区コミュニティ推進協議会 無料
戸田市民センター
0834-83-2001

山口県 周南市 ① 中須ふれあいフェスタ
国道315、376号沿線で行われるルーラルフェスタの会場の一つとして行われる中須地区
のお祭り。各種バザーやゲストを招いてのステージイベントがある。

11月10日 中須地区総合運動場 中須ふれあいフェスタ実行委員会 無料
中須市民センター
0834-89-0301

山口県 周南市 ① 中須ふれあいフェスタ
国道315、376号沿線で行われるルーラルフェスタの会場の一つとして行われる中須地区
のお祭り。各種バザーやゲストを招いてのステージシイベントがある。

11月11日 中須地区総合運動場 中須ふれあいフェスタ実行委員会 無料
中須市民センター
0834-89-0301

山口県 周南市 ① 元気大道理ふるさとまつり
毎年１１月の第２週の日曜日に、県主催のルーラルフェスタとして、開催しています。内容
として、地区民の各種作品展、フォトコンテスト、農産品の品評会及び競り、各種バザー、
ステージイベント等。

11月11日 大道理地区体育館 大道理をよくする会 無料
大道理夢求の里交流館
0834-88-1830

山口県 周南市 ① かつまふれあい祭り
毎年11月に実施。コミュニティ主催の催し物として開催。平成２７年度からは、子どもたち
に主体的に祭りに関わらせようと小学校５年生と共に野菜マーケットを開催。授業の一環
として取り入れ、地域住民と協力し野菜の仕入れから値付け、販売まで行う。

11月11日 勝間小学校 勝間コミュニティ推進協議会 無料
勝間市民センター
0833-92-0043

山口県 周南市 ①③
第45回長穂地区産業文化祭「ふれあいフェスタ
2018」

長穂市民センターで常日頃から取り組んでいる講座や教室の成果を展示します。また、地
区の主要産業である農業のPRのため、農作物等の直売を行う軽トラ市を同時開催しま
す。

11月11日
長穂地区体育館
及びその周辺

住みよい長穂をつくる協議会 無料
長穂市民センター
0834-88-0401

山口県 周南市 ① 子どもと大人の本音会議
子どもと大人が様々なテーマで本音をぶつけ合い、お互いの考えや相違点を理解しなが
ら、相互のより良い関係づくりを推進する。平成30年度はディベート形式で開催する。

11月11日 周南市役所本庁舎 周南市青少年育成市民会議 無料

周南市青少年育成
市民会議事務局
（生涯学習課）
0834-22-8621

山口県 周南市 ① 周南ロボコン
周南市を中心とした市民から参加者を募り、ロボットコンテストを開催することにより、科学
技術に対する理解増進を図る。別会場で行うロボット製作教室の参加者は周南ロボコン
に出場できる。

11月3日
徳山工業
高等専門学校

周南ロボコン実行委員会 無料
周南ロボコン
実行委員会事務局
（徳山高専）0834-29-6234

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 周南市
②，③，
④

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、茶道など作品披露します。

11月3日～4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/

総務課総務係
0834-29-6200

山口県 周南市 ①，④ 周南ロボコン2018
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2018を開催します。

11月3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/

総務課総務係
0834-29-6200

山口県 周南市 ②，④ 徳山高専第2回オープンキャンパス 学校概要説明、学科紹介、学内設備の紹介を行います。 11月10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/

総務課総務係
0834-29-6200

山口県 周防大島町 ②，③ 商船祭
商船高専の特色を活かした文化祭を開催し，地域の方々にも公開している。伝統ある手
旗踊りを披露しているほか，練習船「大島丸」による体験クルーズ等を実施している。

11月3日
徳山工業
高等専門学校

大島商船高等専門学校 無料
http://www.oshima-
k.ac.jp/

企画・図書情報係
0820-74-5521

山口県 田布施町 ③ 田布施町文化展 文化協会に所属する町内の団体・地域の方の作品を展示します。 10月27～28日 田布施町中央公民館 田布施町文化協会 無料
田布施町
教育委員会社会教育課
0820-52-5813

山口県 長門市 ①，③ 第１４回長門図書館まつり
古本市、おはなし会、あやとり教室、ミニコンサート、「図書館を使った調べる学習コンクー
ル」表彰式などを行います。

11月3日 長門市立図書館 図書館まつり実行委員会 無料
【長門市立図書館HP】
http://www.lib-nagato.jp

長門市立図書館
0837-26-5123

山口県 長門市 ①②③ 巡回展「発掘された山口」⑤

平成２８年度に実施した発掘調査の出土品について、「巡回展」として県内市町へ貸出を
行うことにより、県民が郷土山口の発掘情報を身近に接する機会を提供します。また、開
催期間中、埋蔵文化財に対する興味・関心を喚起するとともに文化財の魅力を発信する
ため、各会場で記念講演やギャラリートークを行います。

11月3日～12月2日
ながと
歴史民俗資料室

公益財団法人山口県ひとづくり財
団　山口県埋蔵文化財センター

無料 http://www.y-aibun.jp/

公益財団法人
山口県ひとづくり財団
山口県埋蔵文化財センター
083-923-1060
長門市教育委員会
生涯学習スポーツ振興課
0837-23-1264

山口県 長門市 ① ゆや文化祭 油谷地区生涯学習グループによる作品展示を行います。 11月3日～11月4日
長門市文化会館
ラポールゆや

油谷の文化を高める会、油谷中央
公民館

無料
油谷中央公民館
0837-33-0051

山口県 長門市 ② 長門市小学校音楽会
日頃の学習の取り組みを発表する場として設定しており、音楽の演奏や鑑賞をとおして子
どもたちが音楽と楽しくかかわろうとする意欲を育てる。

10月31日 ルネッサながと 長門市教育委員会 無料
長門市教育委員会学校教育課
0837-23-1258

山口県 長門市 ② 長門市中学校音楽会
歌唱・器楽の表現や鑑賞をとおして、音楽に対する学習意欲を高めるとともに、芸術を愛
する心を育て、生徒間の交流によって連帯と地域文化の発展に資する。

11月7日 ルネッサながと
長門市中学校文化連盟、長門市教
育委員会

無料
長門市教育委員会学校教育課
0837-23-1258

山口県 長門市 ①，③ みすみ文化祭
個人や生涯学習グループが、日頃から取り組んでいる活動を発表する場として開催しま
す。また、三隅地区内の幼稚園・保育園、小・中学生による発表や作品展示を行います。

11月3日～4日
三隅農業者トレーニン
グセンターほか

みすみ文化祭実行委員会 無料
長門市三隅公民館
0837-43-0811

山口県 長門市 ①，② 仙崎公民館まつり
公民館を利用している社会教育団体や小・中学校の学習成果の発表・展示を行い、地域
住民とのふれあいや交流を深めることを目的とします。

11月10日 仙崎公民館 仙崎公民館 無料
仙崎公民館
0837-26-0904

山口県 長門市
①，②，
③

俵山地区民文化産業祭
地区内の学校と公民館関係各種団体、各事業団体における活動の発表の場として、各団
体の連携を密にして地域の活性化を図ることを目的とする。地域芸能継承事業として学
校と連携している俵山子ども歌舞伎が上演されている。

11月4日
俵山公民館周辺、俵
山小学校体育館、旧
俵山中学校体育館

俵山地区民文化産業祭
実行委員会

無料
俵山公民館
0837-29-0063

山口県 長門市 ① 平成３０年度通地区文化祭
作品展示・各種バザー・通小学校学習発表・仙崎中学校吹奏楽演奏・ピアノ教室ピアノ発
表・演芸発表・通保育園防火パレード・お茶会

11月3日～4日
通公民館・通公民館
周辺

通公民館・通小学校
通公民館
TEL：0837-28-0008

１１月３日（土）は
展示のみ

山口県 萩市 ③
【普通展示】明治150年 浮世絵に見る幕末明治⑤ 
小林清親が描いた東京風景

明治150年を記念し、年間を通して幕末明治の浮世絵版画を紹介する全６回のシリーズ。
第５回のテーマは、小林清親が描いた東京風景です。

10月１日～10月28
日

山口県立萩美術館・
浦上記念館

山口県立萩美術館・浦上記念館
http://www.hum.pref.ya
maguchi.lg.jp/

山口県立萩美術館・浦上記念館
0838-24-2400

教育・文化週間期間中は
無料

山口県 萩市 ③
【普通展示】明治150年 浮世絵に見る幕末明治⑥ 
明治新政府

明治150年を記念し、年間を通して幕末明治の浮世絵版画を紹介する全６回のシリーズ。
第６回のテーマは、明治新政府です。

10月30日～11月25
日

山口県立萩美術館・
浦上記念館

山口県立萩美術館・浦上記念館
http://www.hum.pref.ya
maguchi.lg.jp/

山口県立萩美術館・浦上記念館
0838-24-2400

教育・文化週間期間中は
無料

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 萩市 ③ 【普通展示】写しのカタチ
やきものは加工のしやすさから、金属器などの他の素材で作られた器物を模造するのに
古くから利用され、思想は異なっていますが現代陶芸においても引継がれています。多種
多様な目的や視点をもって作られた写しのやきものを、本展示を通じてご堪能ください。

8月21日～11月25日
山口県立萩美術館・
浦上記念館

山口県立萩美術館・浦上記念館
http://www.hum.pref.ya
maguchi.lg.jp/

山口県立萩美術館・浦上記念館
0838-24-2400

教育・文化週間期間中は
無料

山口県 萩市 ③ 【普通展示】齋藤敏寿の茶室　熔結
齋藤敏寿氏は、陶ならではの表現を思考しながら、かたちを立ち上げようとする作家で
す。焼成の工程で表れる“熔けた”テクスチャー、鉄と絡むことでなし得た重力からの解
放、これら陶の実在と表象を追求したインスタレーションをお楽しみください。

4月1日～11月25日
山口県立萩美術館・
浦上記念館

山口県立萩美術館・浦上記念館
http://www.hum.pref.ya
maguchi.lg.jp/

山口県立萩美術館・浦上記念館
0838-24-2400

教育・文化週間期間中は
無料

山口県 萩市 ③ 【普通展示】陶　－生命の讃歌Ⅱ
エロス〈生〉とタナトス〈死〉を挑発的に表出してきた、十二代三輪休雪の〈人間〉シリーズ
や、初源の生命力を土の熔融・垂下の現象で暗示させた常滑の作家、杉江淳平の《記憶・
構》など、変転する現実からかたどられた「生命」のかたちをご覧いただきます。

3月21日～11月25日
山口県立萩美術館・
浦上記念館

山口県立萩美術館・浦上記念館
http://www.hum.pref.ya
maguchi.lg.jp/

山口県立萩美術館・浦上記念館
0838-24-2400

教育・文化週間期間中は
無料

山口県 萩市 ③ 【普通展示】山口県の工芸
山口県には、地域の伝統的な工芸技術を色濃く引き継ぐ「萩焼」や「赤間硯」のほか、さま
ざまな工芸があります。本展では、陶磁、硯、金属、木、ガラス工芸に注目して、それぞれ
の素材の性質を巧みに活かして表現された形や、それが喚起する世界観を紹介します。

10月2日～11月25日
山口県立萩美術館・
浦上記念館

山口県立萩美術館・浦上記念館
http://www.hum.pref.ya
maguchi.lg.jp/

山口県立萩美術館・浦上記念館
0838-24-2400

教育・文化週間期間中は
無料

山口県 萩市 ③ 【特別展示】彫金のわざと美　山本晃の詩想と造形

昭和19年山口県光市に生まれた山口晃は、「接合（はぎあわ）せ」、「切嵌象嵌（きりばめ
ぞうがん）」といった複雑で高度なわざで、色金の多彩なグラディエーションを表現した器な
どのかたちに、金属の堅さや冷たさを感じさせない豊かな詩情世界を表現してきました。
平成26年に重要無形文化財「彫金」の保持者に認定された、そのわざと美の洗練を初期
作品から最新作をとおして紹介します。

10月2日～11月25日
山口県立萩美術館・
浦上記念館

山本晃展実行委員会（山口県立萩
美術館・浦上記念館、朝日新聞
社、yab山口朝日放送により構成）

山口県立萩美術館・浦上記念館
0838-24-2400

山口県 萩市 ①②③ 地域イキイキ☆ふれ愛まいぶん

山口県埋蔵文化財センターが収蔵する発掘調査出土品等を多人数集客施設（ショッピン
グモール）において公開・展示し、併せて展示品解説を行うことによって、ふるさとの埋蔵
文化財に親しみ、理解と関心を深めるための一助とするとともに、埋蔵文化財保護への
機運醸成を図ります。また、開催域自治体収蔵・保管の発掘調査等出土品を併陳します。

11月4日 アトラス萩店
公益財団法人
山口県ひとづくり財団
山口県埋蔵文化財センター

無料 http://www.y-aibun.jp/

公益財団法人
山口県ひとづくり財団
山口県埋蔵文化財センター
083-923-1060
萩市観光政策部
文化財保護課
0838-25-3419

山口県 萩市 ① 萩市教育文化奨励賞授賞式
萩市教育文化奨励賞候補基準により、教育・文化・体育の振興及び発展に大きく貢献した
方を表彰します。

11月2日 萩市役所 萩市
萩市教育委員会
0838-25-3141

山口県 萩市 ③
明治維新150年特別展
「長州ファイブ－幕末・海外留学生の軌跡－」

ペリー来航を機に国際社会へ乗り出す日本。吉田松陰はアメリカ密航に失敗するが、そ
の後長州藩から伊藤博文・井上馨・山尾庸三・井上勝・遠藤謹助の5人が海外渡航を果た
します。何故彼らは危険を顧みず海外へ渡ったのか、関連資料を一堂に集めて紹介しま
す。

10月27日～11月25
日

萩博物館 萩博物館
https://www.city.hagi.lg.j
p/hagihaku/index.htm

萩博物館
0838-25-6447

山口県 萩市 ①
明治維新150年記念　第1回知的書評合戦ビブリオ
バトル チャンプ本山口県大会in萩

平成30年1月～10月までの間に、山口県内で行われたビブリオバトルのチャンプ本になっ
た方限定参戦者10名による本の紹介コミュニケーションゲームです。

10月28日 萩市立萩図書館
萩市立萩図書館、NPO萩みんなの
図書館

無料
http://hagilib.city.hagi.lg.j
p

0838-25-6355

山口県 萩市 ①
読書週間企画展　ぶらりぶらいんどぶっくまーけっ
と

読まなくなった大切な思い出の本を包装し、メッセージを付けて提供していただき、同様に
提供された誰かの大切な本と交換する「本とのお別れと出会い」のイベントです。

10月1日～12月30日 萩市立萩図書館 NPO萩みんなの図書館 無料
http://hagilib.city.hagi.lg.j
p

0838-25-6355

山口県 萩市 ① 古本市
萩ふるさとまつり協賛行事として、古本・ビデオ・CD・雑誌の付録などを格安で販売しま
す。

11月11日
萩市立萩図書館公園
側入口付近

NPO萩みんなの図書館
http://hagilib.city.hagi.lg.j
p

0838-25-6355

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、団体や、市内保育園から一
般団体まで幅広い音楽発表会を実施

11月3日 萩市民館 萩音楽協会 無料
萩市教育委員会
文化・生涯学習課
0838-25-3511

山口県 萩市 ③ 第45回萩市合同吟剣詩舞道大会 萩市内で活動している詩吟・剣舞・吟舞の団体が一堂に会し、発表会を開催 11月4日 萩市民館 萩市吟剣詩舞連盟 無料
萩市吟剣詩舞連盟
高谷　0838-25-2572

山口県 萩市 ③ 第5回萩弦楽オーケストラ定期演奏会 萩市に唯一ある弦楽団の演奏会 11月4日 萩市民館 萩弦楽オーケストラ 無料
萩弦楽オーケストラ
幸　0838-26-6268

山口県 光市 ② 山口県中学校文化連盟総合文化祭
中学校教育の一環として、優れた創造性や多様で豊かな情操、個性豊かな表現力の育
成を図ることを目的とし、県内の中学生が文化芸術活動の成果を発表します。

11月10日～11日 光市民ホール 山口県中学校文化連盟 無料
山口県教育庁義務教育課
083-933-4600
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山口県 光市 ③ 第14回光市芸能祭
市民の芸術文化活動の活性化と芸能鑑賞機会の提供を図るために開催される行事であ
り、光文化協会会員が日頃の練習の成果を発表する場となっています。

10月7日（創作舞踊）
10月14日（歌謡）
10月28日（邦楽）
11月4日（吟剣詩舞）
11月18日（吹奏楽）
11月23日（謡曲）
12月2日（合唱）
12月9日（ピアノ）

光市民ホール
光市・光市教育委員会、光文化協
会、各文化団体

無料
http://www.city.hikari.lg.j
p/kyouiku/syougai/index
.html

文化・社会教育課
0833-74-3607

山口県 光市 ③ 第14回光市文芸祭
市民の文芸創作活動の啓発と作品鑑賞の機会を作り、市民文化の向上を図るために開
催される行事であり、光文化協会会員が日頃の練習の成果を発表する場となっていま
す。

12月2日（俳句）
12月24日（短歌）

俳句：浅江コミュニティ
センター
短歌：誌上開催

光市・光市教育委員会、光文化協
会、各文化団体

無料
http://www.city.hikari.lg.j
p/kyouiku/syougai/index
.html

文化・社会教育課
0833-74-3607

山口県 光市 ③ 第14回光市美術展
市民等から広く作品を募集し、これを展示することにより、本市美術の振興を図るととも
に、美術の鑑賞を通して市民文化の向上を図ります。

［前期］10月23日～
10月28日
［後期］10月30日～
11月4日

光市文化センター
光市美術展実行委員会（光市、光
市教育委員会、光文化協会、公益
財団法人光市文化振興財団）

無料
http://www.hikari-
bunka.or.jp/bunka/28shi
bitenmainpage.html

光市文化センター
0833-72-5800

山口県 光市 ③
明治維新150年カウントダウン記念企画展
「伊藤ドラマ第4編」

平成30年の明治維新150年に向けて、平成27年度から毎年1編ずつ取り組んでいる、全4
編のシリーズ企画で伊藤博文公の生涯や業績について紹介します。本年度は伊藤の決
意をテーマに据え、幕末から近代国家が建設されていく転換期を抽出し、伊藤公がどのよ
うな決意で国事に奔走していったのか、手紙や演説などの資料をもとに紹介します。

9月2日
～
11月25日

伊藤公資料館 光市・光市教育委員会
http://www.city.hikari.lg.j
p/kyouiku/syougai/index
.html

伊藤公資料館
0820-48-1623

入館料：大人250円（20人
以上の団体は200円）高
校生以下無料
※9/2は終日無料

山口県 光市 ② 光市小・中音楽会
音楽をとおして「豊かな情操を育てる」ことをねらいとして、午前中に光市の各小学校の児
童が合唱や合奏をし、午後からは各中学校の生徒が合唱や吹奏楽を演奏します。

11月9日 光市民ホール 光市教育委員会、光市教育研究会 無料
http://www.hikari-
bunka.or.jp/hall/event/2
01711.html

光市教育委員会学校教育課
0833-74-3602

山口県 光市 ① 図書館まつり２０１８ おはなし会やワークショップ、ブックリサイクルなどを開催します 11月10日 光市立図書館 図書館まつり実行委員会 無料
http://www.hikari-
library.jp/

光市立図書館
0833-72-1440

山口県 光市 ① 幼児絵画展 市内幼稚園・保育園児の描いたおはなしに関する絵の展示を行います １１月９日～１１日 光市文化センター 図書館まつり実行委員会 無料
http://www.hikari-
library.jp/

光市立図書館
0833-72-1440

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・吹奏楽部演奏・各種展示、発表・ＰＴＡによるバザーを行
います。

10月28日 平生中学校 平生中学校 無料
平生中学校
0820-56-2053

山口県 平生町 ① 生涯学習表彰式
文化協会表彰及び町民憲章具現化のためのポスターと標語の表彰を行います。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ま
す。

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

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、合奏のコンサートが行われます。 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 平生町総合文化展
文化協会に所属する町内９団体・地元幼・小・中・高校生の作品及び地域の方の自由作
品を展示します。

11月3日
11月4日

平生町武道館 平生町文化協会 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、舞踊他が行われます。 11月4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 ① 平生町青少年健全育成推進大会 各種表彰、少年の主張、実践活動発表が行われます。 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 防府市 ③ 十色会展
市内で活動するサークルの作品展です。水彩画で魅せる新しい防府を再発見していただ
ければ幸いです。

10月27日～11月4日 英雲荘 スケッチサークル十色会
【防府市HP】
www.city.hofu.yamaguchi.
jp

防府市教育委員会
教育部文化財課
0835-25-2260

山口県 防府市 ④
防府市青少年科学館開館20周年記念企画展
「ネイチャーテクノロジー展　
　　　～自然のミカタ×未来のミカタ～」

自然に隠されたものづくりのヒントや実例などのネイチャーテクノロジーについて紹介しま
す。また、防府市内のものづくり企業の“ここがすごい”を紹介するコーナーもあります。こ
れからのテクノロジーの方向性と可能性について考えるきっかけづくりをねらいとして開催
します。

10月16日～12月2日
防府市青少年科学館
(ソラール)

公益財団法人　防府市文化振興財
団

【防府市青少年科学館
（ソラール）HP】
http://www.solar-
hofu.sakura.ne.jp/

公益財団法人
防府市文化振興財団
0835-26-5050
（ソラール）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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山口県 防府市 ③
企画展「常識を打ち砕け！自由への誘い　～自由
律という名のルール～」

種田山頭火が代表として知られる「自由律俳句」が確立されるまでについて、初めて定型
俳句の制約を破った時代と、雑誌『層雲』を中心にさらなる自由を求めた時代における直
筆の俳句や俳論などを展示し、紹介します。

10月13日～12月2日 山頭火ふるさと館
公益財団法人　防府市文化振興財
団

【山頭火ふるさと館（山口
県防府市）HP】
http://hofu-santoka.jp/

公益財団法人
防府市文化振興財団
0835－28－3107
（山頭火ふるさと館）

山口県 防府市 ①
防府市文化振興財団設立20周年記念
第28回防府図書館まつり

古本リサイクル市、バザー、サークル活動展示等を行います。 10月20日
ルルサス防府　２階多
目的ホール・わっしょ
い広場

防府図書館まつり実行委員会

【防府市立防府図書館
HP】
http://www.library.hofu.y
amaguchi.jp/

防府市立防府図書館
0835-22-0780

山口県 防府市 ① 平成30年度第3回防府図書館ビブリオバトル
小学生から大人まで参加できる本の紹介コミュニケーションゲームです。各発表者が５分
間でおすすめの本を紹介し、聴衆は一番読んでみたいと感じた本に投票します。最も得票
数の多い本が「チャンプ本」となります。

11月12日 防府市立防府図書館 (公財)防府市文化振興財団 無料

【防府市立防府図書館
HP】
http://www.library.hofu.y
amaguchi.jp/

(公財)防府市文化振興財団
0835-22-0780（防府図書館）

山口県 防府市 ③ 第49回市民文化祭 盆栽展 防府盆栽連合会の作品展を行います。 10月13日～14日 防府市公会堂 防府市文化協会 無料
防府市文化協会
0835-26-6841

山口県 防府市 ③ 第49回市民文化祭 洋舞ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 洋舞の会によるﾌﾗﾒﾝｺ､ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ､ﾌﾗﾀﾞﾝｽ､ﾊﾞﾚｴ､ｼﾞｬｽﾞﾀﾞﾝｽ等の発表を行います。 10月21日 防府市公会堂 防府市文化協会
防府市文化協会
0835-26-6841

山口県 防府市 ③ 第49回市民文化祭　ﾋﾞﾃﾞｵ作品上映会 防府映像サークルによる作品上映会を行います。 10月21日 イオンシネマ防府 防府市文化協会 無料
防府市文化協会
0835-26-6841

山口県 防府市 ③ 第49回市民文化祭　市民音楽祭 市民音楽団体による合唱、演奏会を行います。 10月28日
防府市地域交流セン
ター　アスピラート

防府市文化協会 無料
防府市文化協会
0835-26-6841

山口県 防府市 ③ 第49回市民文化祭　邦楽の会 詩吟、筝曲、舞踊、民謡、尺八、能楽等の発表会を行います。 11月4日 防府市公会堂 防府市文化協会
防府市文化協会
0835-26-6841

山口県 防府市 ③ 第49回市民文化祭　華道展 華道連盟各流派の作品発表を行います。 11月16日～18日
防府市地域交流セン
ター　アスピラート

防府市文化協会 無料
防府市文化協会
0835-26-6841

山口県 防府市 ③ 第49回市民文化祭　市民茶会席 茶道連盟各流派による交替お点前を行います。 11月16日～18日
防府市地域交流セン
ター　アスピラート

防府市文化協会
防府市文化協会
0835-26-6841

山口県 美祢市 ①②④ 地質めぐり（第２回） へデンベルグ輝石などのスカルン鉱物を採集します。 11月18日 美祢市 県立山口博物館 無料
http://www.yamahaku.pr
ef.yamaguchi.lg.jp/index/
html

県立山口博物館
083-922-0294

山口県 美祢市 ① 美祢市生涯学習フェスタ

生涯学習グループによる作品展示や催し物を行います。
11月3日（午前）：オープニングイベント（表彰、事例発表等）
11月3日（午後）・4日：舞台発表
11月3日・4日：作品展示会

11月3日～11月4日 美祢市民会館ほか
美祢市教育委員会
美祢市生涯学習のまちづくり推進
協議会

無料
http://www2.city.mine.lg.
jp/

美祢市教育委員会事務局
生涯学習スポーツ推進課
0837-52-5261

山口県 美祢市 ② 美祢市中学校文化祭 市内の中学生が一堂に会し、日常の学習活動を発表します。 10月31日 美祢市民会館
美祢市教育委員会
美祢市中学校文化連盟

無料
http://www3.city.mine.lg.
jp/

美祢市教育委員会事務局
学校教育課
0837-52-1118

山口県 美祢市 ② 美祢市小学校音楽祭
市内の小学生が、午前と午後の部に分かれ、「表現する喜び」「友だちの演奏を聴く喜び」
を味わい、音楽にひたる体験をします。

11月1日 美祢市民会館
美祢市教育委員会
美祢市小学校音楽主任会

無料
http://www4.city.mine.lg.
jp/

美祢市教育委員会事務局
学校教育課
0837-52-1118

山口県 柳井市 ③ 第52回柳井市生活芸術展覧会
日常生活に深い関係のある盆栽、水石、山野草、生花、木彫の生活芸術を一堂に展示し
て、その振興と普及を図ることにより環境の美化と精神の健全化を促進し、市民文化の向
上に寄与します。

11月1日～3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
0820-22-2111（内線331）

10月上旬に市HPに掲載
予定

山口県 柳井市 ③ 第54回柳井市美術展覧会
市内および周辺の人々から広く作品を公募して、その優秀なものを展示することにより、
柳井市の美術の振興と普及を図るとともに、美術の鑑賞を通して市民文化の向上に寄与
します。

11月10日～14日 柳井市文化福祉会館 柳井市教育委員会 無料

柳井市役所:
http://www.city-
yanai.jp/soshiki/27/yanai
shibijyutsutenrankai.html

生涯学習・スポーツ推進課
0820-22-2111（内線331）

URLは作品出展募集情
報（8月9日～）
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山口県 柳井市 ③ やないの維新150年特別講座（全6回）
幕末維新の激動期にあって、日本を欧米の脅威から守るために、また封建的な抑圧から
解き放たれるために、自らの命を顧みず疾走した柳井の先人たちの活躍に迫ります。

5月15日～平成31年
3月15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
0820-22-2111（内線332）

奇数月の15日に開催

山口県 山口市 ③ 山口ゆかりの画家たち
明治維新以降の山口県出身の画家、永地秀太から、シベリア・シリーズで知られる香月泰
男、彼と同年代の松田正平、山口県美術展覧会で活躍した吉村芳生まで、、郷土ゆかり
の画家たちの作品を紹介します。

9月7日～12月9日 山口県立美術館 山口県立美術
山口県立美術館
HP:http://www.yma-
web.jp/

山口県立美術館
083-925-7788

教育・文化週間期間中は
無料

山口県 山口市 ③ シベリア・シリーズⅡ
終戦からシベリアへの輸送、そして収容所での最初の冬に香月が体験した出来事をを描
いた作品を紹介します。

9月7日～12月9日 山口県立美術館 山口県立美術館
山口県立美術館
HP:http://www.yma-
web.jp/

山口県立美術館
083-925-7788

教育・文化週間期間中は
無料

山口県 山口市 ③ 近世防長画人伝

山口の日本画というと、室町時代の雪舟と、江戸時代の毛利家御用絵師・雲谷派が有名
ですが、実はそれ以外にも数多くの日本画家が活躍しています。この展示ではその中か
ら、佐々木縮往（1648-1733）、朝倉南陵（1757-1844）、小田海僊（1785-1862）といった、
江戸時代の画家たちの作品をご紹介します。

9月7日～10月21日 山口県立美術館 山口県立美術館
山口県立美術館
HP:http://www.yma-
web.jp/

山口県立美術館
083-925-7788

教育・文化週間期間中は
無料

山口県 山口市 ③ 修理完成記念　雪舟《山水図巻》の謎
山水図巻の修理の完成を記念し、汚れが落とされ、しわが伸ばされたきれいな姿をお披
露目する展覧会を開催します。修理の過程で明らかになった様々な事実ををもとにこの図
巻の謎に挑戦し、またこの図巻の謎を解く鍵になる関連作品を展示します。

11月1日～12月9日 山口県立美術館 山口県立美術館
山口県立美術館
HP:http://www.yma-
web.jp/

山口県立美術館
083-925-7788

教育・文化週間期間中は
無料

山口県 山口市 ③ 驚異の超絶技巧！　明治工芸から現代アートへ
七宝、金工、牙彫、木彫、漆工、刺繍絵画などの幅広いジャンルから厳選した明治工芸の
逸品に加え、明治の「超絶技巧」を受け継ぎつつ新たな世界を築く、15人の現代作家によ
る驚愕の現代アートも、あわせて多数紹介します。

9月7日～10月21日 山口県立美術館 山口県立美術館
山口県立美術館
HP:http://www.yma-
web.jp/

山口県立美術館
083-925-7788

山口県 山口市 ③ 没後400年　雲谷等顔

毛利輝元のお抱え絵師で、山口ゆかりの画家である等顔の34年ぶり、史上最大規模の大
回顧展であり、アメリカからも貴重な作品が里帰りします。桃山というエネルギッシュな時
代に、雪舟流の正統な後継者として、水墨画の多彩な表現を極めた等顔の画業の全貌に
迫ります。

11月1日～12月9日 山口県立美術館 山口県立美術館
山口県立美術館
HP:http://www.yma-
web.jp/

山口県立美術館
083-925-7788

山口県 山口市 ②、④ 第６２回日本学生科学賞山口県審査表彰式
中学生・高校生を対象とした科学コンクールの山口県審査の表彰式です。
上位に入賞した作品は中央審査に出品されます。

10月26日 山口県庁 山口県科学教育振興委員会 無料
山口県教育庁高校教育課
083-933-4627

山口県 山口市 ②、④ 第８回「科学の甲子園」山口県大会
１チーム６人で、科学に関する知識や技能を競い合う大会です。優勝チームは平成３１年
３月に埼玉県で行われる全国大会に出場します。

11月17日 山口県セミナーパーク 山口県、山口県教育委員会 無料

http://www.pref.yamagu
chi.lg.jp/cms/a50300/ka
gakukoushien/boshuu.ht
ml

山口県教育庁高校教育課
083-933-4627

山口県 山口市
①、②、
③、④

第２８回全国産業教育フェア山口大会

全国の専門高校等の生徒の学習意欲や産業界、教育界、国民一般への専門高校等の
魅力的な教育内容について理解・関心を高めるとともに、新たな産業教育の在り方を探
り、新しい時代に即した専門高校等における産業教育の活性化を図り、将来の社会や産
業界を担う人材の育成と産業教育の一層の充実・発展に向けて、専門高校等の特色ある
教育活動や魅力とともに生徒一人ひとりが活躍する姿を「明治維新胎動の地」山口県から
全国に発信します。

10月20日～10月21
日

山口きらら博記念公
園多目的ドーム
維新百年記念公園ス
ポーツ文化センター

文部科学省、山口県、山口県教育
委員会、山口市、周南市、山口市
教育委員会、周南市教育委員会、
公益財団法人産業教育振興中央
会、全国産業教育振興会連絡協議
会、山口県産業教育振興会

無料
http://www.sanfair2018.
ysn21.jp/

第28回全国産業教育フェア
山口大会準備委員会事務局
（山口県教育庁高校教育課内）
083-933-4632

山口県 山口市 ①,③,④
平成30年度
「平成の松下村塾」維新の「志」を語る会

先人の生き方や志を学ぶ「平成の松下村塾づくり推進事業」の集大成として、これまでの
多世代の参加者による「未来へつなごう　維新の志」と題したパネルディスカッションと、歴
史作家　河合敦氏による「幕末のリーダーの志に学ぶ」記念講演も行う。

11月18日 山口県セミナーパーク
山口県教育委員会、（公財）山口県
ひとづくり財団

無料
（昼食代
は実費）

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

山口県ひとづくり財団　
083-987-1730

対象：小学校３年生～
一般県民
３００名程度
※事前申込必要

山口県 山口市 ①③ 第２０回図書館振興県民のつどい
図書館と読書への関心を高め、県内の図書館の利用促進を図るため「図書館振興県民
のつどい」を開催します。

11月3日 県立山口図書館 山口県図書館協会 無料
http://library.pref.yamag
uchi.lg.jp/

県立山口図書館
083-924-2111

山口県 山口市 ②④
サイエンスやまぐち２０１８
「第７２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 無料
http://www.yamahaku.pr
ef.yamaguchi.lg.jp/index/
html

県立山口博物館
083-922-0294

11月1日から7日のみ無
料

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 山口市 ②④
サイエンスやまぐち２０１８
「第７２回山口県科学研究発表会」

県内の小・中・高等学校の児童・生徒の科学に関する研究成果を発表します。 11月6日 山口県教育会館 県立山口博物館 無料
http://www.yamahaku.pr
ef.yamaguchi.lg.jp/index/
html

県立山口博物館
083-922-0294

山口県 山口市 ①②④ 植物教室「葉脈標本でしおりを作ろう！」 美しい葉脈標本づくりを体験して植物のふしぎを学びます。 11月17日 県立山口博物館 県立山口博物館 無料
http://www.yamahaku.pr
ef.yamaguchi.lg.jp/index/
html

県立山口博物館
083-922-0294

山口県 山口市 ② 山口市中学校合同音楽会
市内中学校が一堂に会し、互いに音楽を鑑賞し合い、音楽に対する理解・関心を深めま
す。

11月6日 山口市民会館 山口市教育委員会 無料
http://www.city.yamaguc
hi.lg.jp/

学校教育課
083-934-2863

山口県 山口市 ② 山口市小学校合同音楽会
市内小学校が一堂に会し、互いに音楽を鑑賞し合い、音楽に対する理解・関心を深めま
す。

11月9日 山口市民会館 山口市教育委員会 無料
http://www.city.yamaguc
hi.lg.jp/

学校教育課
083-934-2863

山口県 山口市 ② 劇団四季こころの劇場 市内小学校の５・６年生が、プロの講演を鑑賞することで音楽に関する関心を深めます。 11月19日 山口市民会館 山口市教育委員会 無料
http://www.city.yamaguc
hi.lg.jp/

学校教育課
083-934-2864

山口県 山口市 ①,③ やまぐち講座2018　講演会 伊藤博文に関する講演会。 10月20日
山口
情報芸術センター

山口市歴史民俗資料館・中央図書
館

無料

【山口市歴史民俗資料
館ＨＰ】
http://www.city.yamaguc
hi.lg.jp/soshiki/143/
【山口市立図書館ＨＰ】
http://www.lib-yama.jp/

(文化財保護課)
083-920-4111
（中央図書館）
083-901-1040

山口県 山口市 ①，③
企画展
「幕末動乱の光と影～明治維新における小郡～」

山口市小郡文化資料館が「ふるさとの歴史」展示室で開催する企画展。社会を支えた庶
民が、どのように激動の時代を生き明治維新にかかわっていったのかを庶民の視点から
紹介する。

10/20～12/24
山口市
小郡文化資料館

山口市小郡文化資料館 無料 http://cmogori.ec-net.jp 083-973-7071

山口県 山口市 ①,③ 山口市歴史民俗資料館の無料公開 施設の無料公開を行います。 11月1日～11月7日
山口市
小郡文化資料館

山口市歴史民俗資料館 無料
http://c-
able.ne.jp/~yrekimin/

083-924-7001

山口県 山口市 ①,③
企画展「よそおいの明治維新　‐学都山口における
女子教育と裁縫‐」

明治維新150年を記念して、明治から大正にかけての山口におけるよそおいに関する展
示を行います。

10月19日～12月16
日

山口市
小郡文化資料館

山口市歴史民俗資料館
http://c-
able.ne.jp/~yrekimin/

083-924-7001
入館料100円（18歳以下・
70歳以上・障がいのある
方は無料）

山口県 山口市 ①,③ 鋳銭司郷土館の無料公開 施設の無料公開を行います。 11月1日～11月7日 鋳銭司郷土館 鋳銭司郷土館 無料
【鋳銭司郷土館ＨＰ】
http://www.city.yamaguc
hi.lg.jp/soshiki/141/

083-986-2368

山口県 山口市 ①,③ 金・蔵六クイズ
明治維新の先覚者大村益次郎と国指定史跡周防鋳銭司跡の展示資料を問題としたクイ
ズを行います。

5月1日～1月10日 鋳銭司郷土館 鋳銭司郷土館
【鋳銭司郷土館ＨＰ】
http://www.city.yamaguc
hi.lg.jp/soshiki/141/

083-986-2368
入館料100円（18歳以下・
70歳以上・障がいのある
方は無料）

山口県 山口市 ①,③ 古地図散歩
鋳銭司は明治維新の先覚者大村益次郎の誕生地であり、明治初期につくられた古地図
を片手に大村家の足跡を訪ねます。

4月1日～3月31日 鋳銭司郷土館 鋳銭司郷土館
【鋳銭司郷土館ＨＰ】
http://www.city.yamaguc
hi.lg.jp/soshiki/141/

083-986-2368 2週間前までに要予約。

山口県 山口市 ①,③ 史跡周防鋳銭司跡現地説明会　第4次発掘調査
８月末から行っている史跡周防鋳銭司跡第4次発掘調査の成果について調査担当者が説
明します。

11月4日 史跡周防鋳銭司跡 山口市・山口大学 無料
【文化財保護課ＨＰ】
http://www.city.yamaguc
hi.lg.jp/soshiki/110/

083-920-4111

山口県 山口市 ① 読み聞かせボランティア養成講座 読み聞かせをする際に必要な知識を習得するための講座を開催します。 10月28日
山口情報芸術セン
ター

中央図書館 無料
【山口市立図書館ＨＰ】
http://www.lib-yama.jp/

中央図書館
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、古本市などの開催を予定しています。 11月3日 小郡図書館 小郡図書館 無料
【山口市立図書館ＨＰ】
http://www.lib-yama.jp/

小郡図書館
083-973-0098

山口県 山口市 ① きらら館まつり ブックリサイクル、おはなし会、上映会などの開催を予定しています。 11月3日 阿知須図書館 阿知須図書館 無料
【山口市立図書館ＨＰ】
http://www.lib-yama.jp/

阿知須図書館
0836-66-0001

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 山口市 ① おはなしひろば 紙芝居、絵本の読み聞かせを開催します。 11月3日 中央図書館 中央図書館 無料
【山口市立図書館ＨＰ】
http://www.lib-yama.jp/

中央図書館
083-901-1040

山口県 山口市 ① 図書館まつり ブックリサイクル、おはなしひろば、おはなし会などの開催を予定しています。 11月4日 徳地図書館 徳地図書館 無料
【山口市立図書館ＨＰ】
http://www.lib-yama.jp/

徳地図書館
0835-52-0043

山口県 山口市 ① ブックスタート講演会 「絵本の挿絵について」黒井健氏が講演します。 11月11日
山口
情報芸術センター

中央図書館 無料
【山口市立図書館ＨＰ】
http://www.lib-yama.jp/

中央図書館
083-901-1040

山口県 山口市 ① 第15回中央図書館まつり ブックリサイクル、おはなしひろばなどを開催します。 11月17日 中央図書館 中央図書館 無料
【山口市立図書館ＨＰ】
http://www.lib-yama.jp/

中央図書館
083-901-1040

山口県 山口市 ① やまぐち歴史講座講演会　図書館薩長同盟
「薩摩スチューデントと長州ファイブ　～海を渡った志士たち～」と題した講演会を開催しま
す。

11月17日
山口
情報芸術センター

山口市立中央図書館、山口市歴史
民俗資料館、鹿児島市立図書館

無料
【山口市立図書館ＨＰ】
http://www.lib-yama.jp/

中央図書館
083-901-1040

山口県 山口市 ① 岩政大樹講演会 山口県出身のサッカー元日本代表岩政大樹選手を招いて、講演会を開催します。 11月17日
山口
情報芸術センター

中央図書館 無料
【山口市立図書館ＨＰ】
http://www.lib-yama.jp/

中央図書館
083-901-1040

山口県 山口市 ③ 山口市民文化祭
山口市の文化団体が一同に集まり、ステージでの演出や、様々なジャンルの展示を行う
文化祭。

11月3日～4日 山口市民会館 山口文化協会・山口市 083-934-2717
ステージのダンス部門の
み入場料2000円。他無料

山口県 山口市 ③ 企画展「聞多・俊輔の友情物語」
井上聞多（馨）と伊藤俊輔（博文）の幕末の出会いから生涯を通じた友情の逸話を紹介し
ます。

９月１日～１１月３０
日

山口市菜香亭 山口市、山口市菜香亭
http://www.c-
able.ne.jp/~saikou/news/
news-hutari.html

山口市菜香亭　083－934-3312

山口県 山口市 ③ 第５回「アートdeおもてなし」
政治家だけでなく文人・画家も集ったかつての料亭菜香亭で、これからも新しい芸術が育
まれるよう山口を拠点に活躍中のアーティストの作品の展示販売を行うアート展です。

11月7日～11日 山口市菜香亭
NPO法人
歴史の町山口を甦らせる会

http://www.c-
able.ne.jp/~saikou/

山口市菜香亭　083－934-3312

山口県 山口市 ①,③ 菜香亭市民ギャラリー
市民の芸術活動の発表の場を提供しています。市民に菜香亭会議室の貸室料を免除し
て行っている事業です。

１０月下旬～１１月 山口市菜香亭 山口市、山口市菜香亭
http://www.c-
able.ne.jp/~saikou/news/
news-gya.html

山口市菜香亭　083－934-3312

山口 山口市 ① 運動とからだの不思議

これまでものを言わぬ組織と考えられていた筋肉、脂肪組織からいろいろな情報が発せら
れ、私たちの体を調整しています。運動は筋肉、脂肪組織だけではなく他の臓器にも影響
し、そこから発せられた情報により体が調整されています。運動によって自分の体がどの
ように変わるのか一緒に考えてみましょう。

11月4日 山口学習センター 放送大学 無料
http://www.sc.ouj.ac.jp/
center/yamaguchi/index.
html

放送大学山口学習センター
083-928-2501

山口 山口市 ① 哲学カフェ
「哲学カフェ」は、コーヒー片手に、時には音楽も聴きながら、自由に会話をする場です。真
摯に生きるようとする場合に出会う様々なテーマについて、例えば「自己とは何か」等につ
いて、解答を焦らずに自由に話し合いましょう。

11月7日 山口学習センター 放送大学 無料
http://www.sc.ouj.ac.jp/
center/yamaguchi/index.
html

放送大学山口学習センター
083-928-2501

山口 山口市 ① 山口ジオガイド：山口県の自然に学ぶ地球科学
山口県の地形や地質を題材として地球科学の基礎を学びます。山口県の自然の見どころ
を紹介しながら、岩石や地層のでき方について解説します。

11月9日 下松中央公民館 放送大学 無料
http://www.sc.ouj.ac.jp/
center/yamaguchi/index.
html

放送大学山口学習センター
083-928-2501

山口 山口市 ① 果実・野菜の科学

果実・野菜はビタミン・無機質などの栄養成分や生活習慣病予防となる機能性成分を含
み、食生活には欠かせない植物性食品です。本講座では、果実・野菜における栄養成分
や機能性成分の特徴と健康への関わりについて学ぶとともに、生産・流通貯蔵・加工の現
状について考えてみたいと思います。

11月13日 山口学習センター 放送大学 無料
http://www.sc.ouj.ac.jp/
center/yamaguchi/index.
html

放送大学山口学習センター
083-928-2501

山口 山口市 ① 山口県暮らしの民俗－先人の知恵を科学する－

山口県を中心に衣食住、村の暮らし、自然を知る知恵、生老病死などテーマを取り上げて
話を進めます。山口県史民俗編を一緒に読み、話し合う形で行います。現在の暮らしの中
にも、古くから継承されてきた考えや行動があります。めまぐるしく変わる日常を捉え直し
ます。また、先人の知恵を現代に生かすことを受講生と一緒に考えます。

11月14日 山口学習センター 放送大学 無料
http://www.sc.ouj.ac.jp/
center/yamaguchi/index.
html

放送大学山口学習センター
083-928-2501
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山口 山口市 ① 人と社会を解読する

社会は人びとが他者と織りなす日々の生活の営みによって維持され、発展していきます。
その仕組みを、身近な生活場面でテーマを設定し、参加者が相互に意見交換しながら読
み解いていきます。これまで「踊り」「ごちそう」「遊び」「仕事」などをテーマとして取り上げま
した。

11月16日 山口学習センター 放送大学 無料
http://www.sc.ouj.ac.jp/
center/yamaguchi/index.
html

放送大学山口学習センター
083-928-2501

山口 山口市 ① 近代日本の短編小説を読む

近代日本文学には面白い小説がたくさんあります。それらの中から毎時間一つの作品を
読み、皆で意見を出しあい、感想を述べあってみたいと思います。その中で、人間の生き
方や、世界の現実と人間の関わり方等、いろいろな問題が出てくると思いますが、それら
について語り合う中で自分のありようを改めて振り返ることになるかもしれません。

11月17日 山口学習センター 放送大学 無料
http://www.sc.ouj.ac.jp/
center/yamaguchi/index.
html

放送大学山口学習センター
083-928-2501

山口 山口市 ① 音や光の不思議

音や光は身の周りに満ち溢れています。年をとると音が聴こえなくなる理由、色が見える
理由、宇宙の膨張など、これまで見過ごしてきたことをもっと深く学んでみませんか。ま
た、これらが車のインテリジェント化やソナー、テレビなどにどのように応用されているかも
学んでみませんか。

11月18日 山口学習センター 放送大学 無料
http://www.sc.ouj.ac.jp/
center/yamaguchi/index.
html

放送大学山口学習センター
083-928-2501

山口県 山口市 ①
山口大学公開講座
「デジタルカメラ使いこなし講座」

「デジタルスチルカメラは買ったけどあまり使っていない」「思い通りに写真が撮れない」と
いう方を対象にした、デジタルスチルカメラの撮影原理や特徴を学び、カメラに合った撮影
方法などを解説する講座です。

10月18日，25日
山口市大殿地域交流
センター

国立大学法人山口大学
http://www.ext.yamaguc
hi-u.ac.jp

山口大学
地域未来創生センター
083-933-5059

要事前申込，受講料
（4,800円）

山口県 山口市 ①
山口大学公開講座
「知っておこう相続法　～相続でもめないための基
礎知識～」

この講座では、民法が定めている相続の基本的なルールについてお話しします。弁護士
のお世話になる前に、相続のこと、ちょっと知ってみませんか？（相続税については扱い
ません。）

10月23日，30日，11
月6日，13日，20日，
27日

山口大学吉田キャン
パス

国立大学法人山口大学
http://www.ext.yamaguc
hi-u.ac.jp

山口大学
地域未来創生センター
083-933-5059

要事前申込，受講料
（7,200円）

山口県 山口市 ①
山口大学公開講座
「小麦栽培から始めるパンづくり（後編）」

地産地消のパンづくりには「製粉」が鍵となります。「製粉」の科学と小麦がどうやって栽培
されているかを一緒に学びましょう。

11月7日
山口大学吉田キャン
パス

国立大学法人山口大学
http://www.ext.yamaguc
hi-u.ac.jp

山口大学
地域未来創生センター
083-933-5059

要事前申込，受講料
（4,050円）（傷害保険料等
含む）

山口県 山口市 ① 山口大学公開講座「ナンプレパズルの解き方」
ナンプレパズルを解くための基本的なテクニックを含め、いろいろな解法を数学的な視点
からまとめたものを紹介します。

11月10日，17日，24
日，12月1日

山口大学吉田キャン
パス

国立大学法人山口大学
http://www.ext.yamaguc
hi-u.ac.jp

山口大学
地域未来創生センター
083-933-5059

要事前申込，受講料
（6,400円）

山口県 山口市 ③
第４０回企画展
『大学発遺跡行き２～山口時空列車の旅～』

山口大学埋蔵文化財資料館の企画展示 8月4日～10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://yuam.oai.yamaguc
hi-
u.ac.jp/Shiryoukan.home
/

埋蔵文化財資料館
083-933-5035

山口県 山口市 ③ 山口県ML（ミュージアム・ライブラリー）連携特別展

山口県内の大学・短大の図書館及び博物館等が連携し展示を開催している。
うち山口大学図書館では，『長州ファイブ～時代をひらく者たち～』をテーマに開催する。
総合図書館では、幕末期に刊行されたイギリス兵法書の翻訳本等、貴重な資料も展示し
ます。医学部図書館では、幕末期の西洋医学の翻訳本を展示するとともに、海外留学に
より未来を切り拓いている現代の医学生の声を紹介します。工学部図書館では、世界で
活躍する技術系人材の育成を目指した「海外研修プログラム」について紹介します。

11月5日～1月31日
山口大学
総合図書館

山口県大学ML連携事業事務局 無料
http://www.lib.yamaguch
i-u.ac.jp/

山口大学総合図書館
情報サービス係
083-933-5183

山口県 山口市 ③ 『ひらく　～山口大学吉田キャンパス開拓史～』

山口県内の大学・短大の図書館及び博物館等が連携し展示を開催している。
うち山口大学埋蔵文化財資料館では、『ひらく　～山口大学吉田キャンパス開拓史～』を
テーマに開催する。
展示では、弥生時代から近現代までの土地活用の移り変わりを、考古資料によって解説
します。

11月4日～2月1日
山口大学
埋蔵文化財資料館

山口県大学ML連携事業事務局 無料

http://yuam.oai.yamaguc
hi-
u.ac.jp/Shiryoukan.home
/

埋蔵文化財資料館
083-933-5035

山口県 山口市 ①②④
時間学特別講演会2018「チバニアンから学ぶ、時
間学としての地質学」

時間学研究所では時間に軸を置き、様々な分野の研究者が研究を行っている。本講演会
は、客員教授である茨城大学教授の岡田誠氏を講師に迎え、近年発見された新地質時
代千葉セクション「チバニアン」を題材に地質学と時間のつながりについて分かりやすく講
演を行う。

10月20日
山口大学吉田キャン
パス大学会館

山口大学時間学研究所 無料
http://www.rits.yamaguc
hi-u.ac.jp/

山口大学時間学研究所事務室
ＴＥＬ：083-933-5848
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