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山口県 阿武町 ①③ 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3日 阿武町立福賀小学校グラウンド
阿武町農村青年協議会
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 ①③ 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 ①②③ 巡回展「発掘された山口」

山口県埋蔵文化財センターが収蔵・保管する旧石器時代～江戸時代の県内各市町域出
土品について「巡回展」として県内市町へ貸出、関連解説パネルの掲示等を行うことによ
り、県内各地域でのふるさと学習の機会を提供・支援します。
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8日～10月27日 岩国徴古館
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-maibun.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
岩国徴古館0827-41-0452

山口県 岩国市 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、あわ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3日 フジグラン岩国
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-maibun.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
岩国市教育委員会文化財保護
課

山口県 岩国市 ③
地域イキイキ☆ふれあいまいぶ
ん

県内遺跡から発見された出土品を展示・公開する 11月3日 フジグラン岩国
山口県埋蔵文化財センター
岩国市教育委員会

無料
083-923-1060
0827-28-5353

市共催

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2日,3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 ①④
岩国徴古館企画展
「岩国医学ことはじめ」

医療や医師をめぐる状況など、江戸時代の岩国における医学の歴史を中心に紹介しま
す。

11月3日～1月5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.lg.jp/
site/chokokan/

岩国徴古館
（0827-41-0452）

山口県 岩国市 ①③ 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16日（午後）
～11月17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

無料
岩国市教育委員会
玖珂支所
0827-82-5445

山口県 岩国市 ③ 「いろいろな文化」資料展示 日本各地・海外の様々な文化に関する図書を展示します。 10月1日～10月31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 「古典に触れよう」資料展示 古典に関する図書を展示します。 11月1日～11月30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 ①③
作家・村岡恵理氏講演会
～村岡花子と『赤毛のアン』～

講師は、『赤毛のアン』を翻訳した村岡花子の孫。知られざる村岡花子さんの業績等をお
話される予定です。

10月27日 中央図書館 岩国市中央図書館 無料
https://www.library.iwakuni.y
amaguchi.jp/news/muraoka

岩国市中央図書館
0827-31-0047

山口県 岩国市 ① 生涯学習作品展 「にしきふるさとまつり」に合わせて、生涯学習グループの作品展示を行う。 11月17日 錦清流小学校体育館 岩国市 無料
岩国市教育委員会錦支所
0827-72-2215

山口県 岩国市 ③
第63回岩国市民文化祭　第23
回合同クラフト展

ハロウィンをメインテーマとして、刺繍、ちぎり絵、押し花、アート・クラフト、羊毛フェルト、
ビーズ、創作花などの手工芸の作品を展示・ワークショップを行います。

10月26日～28日 岩国市民文化会館 岩国市文化協会クラフト部門 無料 http://iwakuni-bunka.com
岩国市市民生活部
文化振興課
0827-29-5211

山口県 岩国市 ③
第63回岩国市民文化祭　第63
回岩国市民俳句大会

出句された俳句作品の中から優れた作品を表彰と講評を行います。 10月27日 岩国市福祉会館 岩国俳句協会 無料 http://iwakuni-bunka.com
岩国市市民生活部
文化振興課
0827-29-5211

山口県 岩国市 ③
第63回岩国市民文化祭　第42
回岩国市邦楽大演奏会

岩国邦楽協会の各団体が一堂に会し、日頃の研鑽の成果を披露することで、日本の伝統
文化である邦楽への興味・関心を深め、邦楽の普及・継承を図る。

11月2日 岩国市民文化会館 岩国邦楽協会 無料 http://iwakuni-bunka.com
岩国市市民生活部
文化振興課
0827-29-5211

山口県 岩国市 ③
第63回岩国市民文化祭　秋の
盆栽展

市内の盆栽の愛好家による個性あふれる作品を展示します。 11月2日～4日 岩国市民文化会館 岩国市盆栽会 無料 http://iwakuni-bunka.com
岩国市市民生活部
文化振興課
0827-29-5211

山口県 岩国市 ③
第63回岩国市民文化祭　第46
回岩国市民短歌大会

出句された短歌作品の中から優れた作品を表彰します。 11月10日 岩国市中央公民館 岩国短歌協会 無料 http://iwakuni-bunka.com
岩国市市民生活部
文化振興課
0827-29-5211

山口県 岩国市 ③
第63回岩国市民文化祭　岩国
地区吟剣詩舞道連盟大会「吟と
歌と舞の祭典」

吟詠、剣詩舞をはじめ、歌謡吟詠、日舞、歌謡舞踊などの披露。 11月10日 岩国市民文化会館 岩国地区吟剣詩舞道連盟 無料 http://iwakuni-bunka.com
岩国市市民生活部
文化振興課
0827-29-5211

山口県 岩国市 ③ 錦帯橋芸術祭2019
岩国市文化芸術振興プランの重点プロジェクトである錦帯橋千年プロジェクトの一環とし
て、錦帯橋の魅力をさらに高めるために開催されます。錦帯橋の篝火をはじめ、市民によ
る岩国市歌の大合唱や竹灯篭による灯りの演出、アートイベントなど錦帯橋周辺でさまざ

11月8日～10日 錦帯橋周辺
岩国市、岩国市教育委員会、公益
財団法人岩国市文化芸術振興財
団、岩国市文化協会

無料
http://kintaikyo-
artfesta.info/

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
岩国市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1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

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8日 シンフォニア岩国
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

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

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14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

山口県 岩国市 ② 岩国市玖南地区小学校音楽会
岩国市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1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

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8日 シンフォニア岩国
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

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

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14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

山口県 宇部市 ③ 2019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1日～12月15日 宇部市文化会場他 宇部市、宇部文化連盟 無料
【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

一部有料

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

11月2日・3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 ①③ 図書館まつり2019
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27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.yamaguc
hi.jp/kyouyou/toshokan/inde
x.html

宇部市立図書館
0836-21-1966

山口県 宇部市 ②③ 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5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

第61回「教育・文化週間」関連行事

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61回「教育・文化週間」関連行事

山口県 宇部市 ②③ 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７日～８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 ②③
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23～25日 ときわ湖水ホール 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 上関町 ①③ 第31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及び道
の駅上関海峡周辺

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

山口県 下松市 ③ 第69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～8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.kudamatsu.lg.
jp/gakusyuu/kyouiku/syakyo
u/sibiten/sibitentop.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40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17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.kudamatsu.lg.
jp/gakusyuu/bunka/bunkaky
oukai.html

山口県 下松市 ③ 第36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23日～24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.kudamatsu.lg.
jp/gakusyuu/bunka/bunkaky
oukai.html

山口県
山陽小野
田市

①②③ 巡回展「発掘された山口」

山口県埋蔵文化財センターが収蔵・保管する旧石器時代～江戸時代の県内各市町域出
土品について「巡回展」として県内市町へ貸出、関連解説パネルの掲示等を行うことによ
り、県内各地域でのふるさと学習の機会を提供・支援します。
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1日～12月15日 山陽小野田市歴史民俗資料館
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-maibun.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
山陽小野田市歴史民俗資料館
0836-83-5600

山口県
山陽小野
田市

①②③
企画展「発掘された山口巡回
展」

　山口県埋蔵文化財センターが所蔵・保管している、県内各市町から発掘された出土品等
を展示、公開し、郷土の埋蔵文化財に対する関心と理解を深めてもらうことを目的とした企

11月1日～12月15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 第13回下関市芸術文化祭 市内各所で美術・文芸・生活文化の展覧会や発表会を開催します。 6月20日～2月2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

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
秋季所蔵品展「絹代の秋のくら
しと色彩」

田中絹代の遺品の中から、絹代の美意識を窺い知ることのできる色彩豊かな調度品を中
心に、彼女のくらしを彩った秋らしい装いや和食器などを紹介します。

9月3日～12月1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

田中絹代ぶんか館ＨＰ：
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

山口県 下関市 ③
企画展「La　Esperanto―野村休
一、上山政夫が魅入られた世界
―」

下関には世界共通語である「エスペラント語」を学び、普及に力を尽くした人物がいました。
それが野村休一、上山政夫です。言葉の壁によっておこる諍いをなくし、世界平和に貢献
すべく考案されたこの人工言語に魅入られた二人の人物を紹介します。

10月1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
田中絹代ぶんか館ＨＰ：
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3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
田中絹代ぶんか館ＨＰ：
http://kinuyo-bunka.jp

下関市立近代先人顕彰館
083-250-7666

山口県 下関市 ① 特別展
考古博物館における特別企画展示です。テーマは「至宝しものせき－梶栗浜遺跡と弥生
の墓制－」

9月14日～11月17日 考古博物館 下関市立考古博物館 無料
下関市立考古博物館ＨＰ：
http://www.koukohaku.shimo
noseki.yamaguchi.jp

下関市立考古博物館
083-254-3061

山口県 下関市 ① 一般教養講座（第3回）
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3回の開催で、今回
のテーマは「墓制からみた本州最西端の弥生社会－墓から読み解く社会構造－」です。

11月2日 考古博物館 下関市立考古博物館 無料
下関市立考古博物館ＨＰ：
http://www.koukohaku.shimo
noseki.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 文化財講座（第3回）
下関市の学芸員による公開講座です。年6回の開催で今回のテーマは「古病理学からみ
た土井ヶ浜弥生人」です。

10月20日 考古博物館 下関市立考古博物館 無料
下関市立考古博物館ＨＰ：
http://www.koukohaku.shimo
noseki.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 ①③
日本遺産「関門”ノスタルジック”
海峡」巡回パネル展

日本遺産「関門”ノスタルジック”海峡～時の停車場、近代化の記憶～」を紹介するパネル
展示

11月1日～1月10日
下関市立
中央図書館

関門海峡日本遺産協議会 無料
公式ＨＰ：
https://www.japanheritage-
kannmon.jp/

教育部文化財保護課
083-254-4697

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.shimonose
ki.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19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.shimonose
ki.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 DVDの上映会を行います。 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.shimonose
ki.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 図書・雑誌のリサイクル市を開催します。 10月19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.shimonose
ki.yamaguchi.jp

下関市立中央図書館
083-231-2226

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絵本の読み聞かせを行います。 10月26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.shimonose
ki.yamaguchi.jp

下関市立中央図書館
083-231-2226

山口県 下関市 ① 学芸員リレー講座
下関市の歴史をテーマに、市内の博物館等の学芸員によるリレー講座の第３回目を開催
します。演題は「壇ノ浦の合戦を読み解く」

11月16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.shimonose
ki.yamaguchi.jp

下関市立中央図書館
083-231-2226

山口県 下関市 ①
出張！！彦島図書館～『図書館
へ行こう！』～

彦島公民館で開催される「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26日～27日 下関市立彦島公民館 下関市立彦島図書館 無料
【下関市立図書館HP】
http://www.library.shimonose
ki.yamaguchi.jp

下関市立彦島図書館
083-266-5086

山口県 下関市 ①
林兼商店と下関の野球～林兼
商店とともに歩んだ彦島の産業

下関で誕生した「大洋ホエールズ（現横浜DeNAベイスターズ）」と下関について講演会を開
催します。

11月9日 下関市立彦島図書館 下関市立彦島図書館 無料
【下関市立図書館HP】
http://www.library.shimonose
ki.yamaguchi.jp

下関市立彦島図書館
083-266-5086

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20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.shimonose
ki.yamaguchi.jp

下関市立長府図書館
083-245-0328

山口県 下関市 ①③ 古典に触れる 「古典の日」にちなんで古典に関する資料を集め、展示・閲覧・貸出を行います。 10月26日～11月28日 下関市立豊田図書館 下関市立豊田図書館 無料
【下関市立図書館HP】
http://www.library.shimonose
ki.yamaguchi.jp

下関市立豊田図書館
083-766-3432

山口県 下関市 ① 図書館祭り おはなしのじかん、かたりの会を開催します。 10月27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.shimonose
ki.yamaguchi.jp

下関市立豊浦図書館
083-775-4180

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61回「教育・文化週間」関連行事

山口県 下関市 ①③ 江戸のそば打ち体験教室
　伝統的なそば料理を調理したり味わったりしながら、江戸のそば文化を体験的に学ぶ講
座です。

10月22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

要事前申し込み

山口県 下関市 ①③
野菜・果物・穀物をもっと美味し
く　～自然派料理教室～

　健康的な食生活について考えるとともに、調理・会食体験を通して日々の食生活に活か
せる知識・技能を身に付けることをねらいとした講座です。

11月10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

要事前申し込み

山口県 下関市 ① ほうほく文化祭
各地区の公民館で、自主活動としている団体の発表の場を提供し、作品展示と実技発表
を開催します。

11月2日～11月3日 下関市豊北生涯学習センター
下関市
下関市教育委員会
豊北文化協会

ほうほく文化祭運営委員会
豊北教育支所内
083-782-1963

山口県 下関市 ①③
長府藩初代藩主毛利秀元生誕
440年記念特別展「関ヶ原―天
下分け目と毛利氏の戦い」

長府藩初代藩主毛利秀元の生誕440年を記念して開催します。西軍の中心として関ヶ原の
合戦に臨んだ毛利氏について紹介します。

10月1日～12月1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 ①③
猛烈奇兵―晋作が描いた奇兵
隊

高杉晋作が思い描いた奇兵隊と、実際に創出された奇兵隊の相違に迫ります。 10月1日～12月22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 ③
豊北・下関の伝説-戦（いくさ）と
怨霊信仰-

地域に伝わる伝説のうち戦と怨霊にまつわるものをとりあげ紹介する。 10月22日～12月28日
下関市立豊北歴史民俗資料館展
示室

下関市教育委員会（下関市立豊北
歴史民俗資料館）

無料
下関市立豊北歴史民俗資料館
（電話：083-782-1651）

山口県 周南市 ① 周南市人権講演会 人権をテーマにしたコンサート(シンガーソングライターこはる) 11月1日 秋月小学校体育館
周南市立秋月小学校・秋月地区人
権教育推進協議会

無料
秋月小学校
0834-28-2151

山口県 周南市 ① 周南ロボコン2019
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。
また、８月に開催される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2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

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

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41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2019
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3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9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 ①③
第46回長穂地区産業文化祭
「ふれあいフェスタ2019」

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

11月10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 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10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 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 周南市人権講演会 マリンバ演奏と講演 11月14日 住吉中学校体育館 今宿ブロック人権教育推進協議会 無料
周南立住吉中学校
0834-22-8850

山口県 周南市 ① 周南市人権講演会 講演会(子供の人権) 11月15日 徳山小学校体育館 徳山小学校体育館 無料
徳山小学校
0834-22-8800

山口県 周南市 ① 菊川まつり
コミュニティ主催の催し物として、毎年11月の第3日曜日に開催します。菊川地区における
各種団体の日頃の成果をステージ上で披露、体育館で展示などしています。また、小学校
と中学校と連携し、生徒たちに色々な協力をしてもらい、お祭りを盛り上げています。

11月17日 菊川小学校 住みよい菊川をつくる会 無料
菊川市民センター
0834-62-2801

山口県
周防大島
町

③ 第62回文化芸能祭 町内各種団体による発表大会。日本舞踊、ピアノ、ダンス等の発表が行われます。 11月3日 橘総合センター 周防大島町教育委員会 無料
周防大島町橘公民館
0820-77-0100

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19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

山口県 長門市 ①③ 第１５回長門図書館まつり
古本市、おはなし会、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 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2日～11月3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6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 ①③ 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2～3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 ①② 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9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 ①②③ 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3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 令和元年度通地区文化祭
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9日～11月10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9日（土）は
展示のみ

山口県 長門市 ① 日置ふるさとまつり ふるさとまつりにおいて、日置地区生涯学習グループによる作品展示を行います。 11月4日
日置農村農村環境改善センター
周辺、B&G海洋センター

日置ふるさとまつり実行委員会 無料
日置農村環境改善センター
0837-37-2340

山口県 萩市 ①②④ 地質めぐり（第2回） 萩ジオパークの露頭を訪れます。 10月20日 県立山口博物館 県立山口博物館 無料
http://www.yamahaku.pref.ya
maguchi.lg.jp/

県立山口博物館
083-922-0294

山口県 萩市 ③ 【特別展示】にゃんとも猫だらけ

中国から渡来し、唐猫と呼ばれ貴族たちに愛玩されて以来、猫はさまざまな文芸や絵画に
取り上げられてきました。江戸時代になると一般でも猫が飼われるようになり、猫は庶民に
とっても身近な存在になっていきます。人々に可愛がられた猫は、浮世絵版画にも多く描
かれ、女性と戯れる日常の姿、時には擬人化された姿で人々を楽しませました。本当は恐
ろしいはずの化け猫もどこか愛嬌があって憎めません。
本展覧会は、そんな浮世絵版画に描かれた猫たちを、近年の猫美術展ブームの火付け役
でもある平木浮世絵財団のコレクションによってご紹介するものです。

9月14日～11月17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

山口県立萩美術館・浦上記
念館
HP:http://www.hum.pref.yam
aguchi.lg.jp/

山口県立萩美術館・浦上記念館
0838-24-2400

山口県 萩市 ③ 【普通展示】歌川派の役者絵

歌川豊春を祖とする歌川派は、幕末から明治期まで多くの人気絵師を輩出した最大流派
です。特に豊春の弟子である豊国は、役者絵で定評のあった勝川派と異なる作風で注目
を集め、東洲斎写楽と人気を競った後には独占的な活躍をみせました。
　弟子の国政、国貞(三代豊国)とその弟子の国周は、豊国が確立した役者の似顔絵を発
展させ、国芳やその門弟も個性的な役者絵をてがけています。
　今回は歌川派の役者絵をご紹介します。

10月18日～11月17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

山口県立萩美術館・浦上記
念館
HP:http://www.hum.pref.yam
aguchi.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】中国やきもの入門
（華北編）

やきものの歴史が古い中国では、遅くとも8000から10000年前には原初のやきものである
土器が作られていました。また、広大な中国は、淮河を境にして大きく華北（中国北部）と
華南（中国南部）に区別され、作られるやきものもそれぞれに独自性が見られました。
本展示では、華北で作られたやきものに焦点を当て、新石器時代から明時代までの彩陶・
黒陶・三彩陶・磁州窯陶器などを紹介します。本展示を通じて、華北のやきものに親しんで
いただければ幸いです。

10月18日～2月2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

山口県立萩美術館・浦上記
念館
HP:http://www.hum.pref.yam
aguchi.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】桑田卓郎　Ｄｅａｒ　
Tea　Bowl,Horsetail　are　in　
season　in　Hagi

桑田卓郎氏は、茶の湯に用いる「茶碗」からイメージを発展させ、さまざまな作品やインス
タレーションを発表している作家です。器やオブジェ、茶の湯といった要素によってまとめあ
げられた茶室空間、それに続くバルコニーの大型オブジェ作品をお楽しみください。

4月2日～3月15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

山口県立萩美術館・浦上記
念館
HP:http://www.hum.pref.yam
aguchi.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】恒久破壊－三輪和
彦の陶造形

今年襲名した十三代三輪休雪(本名・和彦)は、これまで自らの身体を使って土と交わり、ス
ケールの大きな陶の造形を生み出してきました。今回は、土が根源的に秘めているエネル
ギーを最大限に引き出した《恒久破壊Ⅰ》(1987年)と連作《Untitled ’88》4点（1988年）によ
り、陶芸に内在する限りない表現の可能性に迫ります。

7月9日～11月7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

山口県立萩美術館・浦上記
念館
HP:http://www.hum.pref.yam
aguchi.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】山口県と伝統工芸２

実用に供するものが巧みに作られ、使い心地の良いものであったら。その期待に沿ってい
るのが工芸です。受け継がれるなかで洗練されてきたわざを活かして、美的にも機能的に
も優れているものが日本の各地で作られています。
本展覧会では、山口県にゆかりのある萩焼・赤間硯・金工の魅力を紹介します。

9月14日～11月17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

山口県立萩美術館・浦上記
念館
HP:http://www.hum.pref.yam
aguchi.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 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6日 萩市役所 萩市
萩市教育委員会　0838-25-
3141

山口県 萩市 ③
創建300年記念特別展「長州藩
校 明倫館―武士たちの学び舎
―」

2019年は、長州藩の藩校明倫館創建から300年を迎える記念の年です。享保4年（1719）
に開校した藩校明倫館は、嘉永2年（1849）の移転・拡充を経て、明治初期まで存続しまし
た。江戸時代を通じて多くの人材を輩出した明倫館。その歴史を、現在に伝えられた資料

11月9日～2020年1月5日 萩博物館
萩博物館特別展・企画展開催実行
委員会

https://www.city.hagi.lg.jp/ha
gihaku/

萩博物館
0838-25-6447

山口県 萩市 ①
第2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

2019年1月～10月までに、山口県内で実施されたビブリオバトルのチャンプになった方10
名が本を紹介するコミュニケーションゲームです。

10月27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
萩市立萩図書館HP：
http://hagilib.city.hagi.lg.jp

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

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、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
萩市立萩図書館HP：
http://hagilib.city.hagi.lg.jp

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・雑誌の付録などを販売します。 11月10日 萩市立萩図書館公園側入口付近 NPO萩みんなの図書館
萩市立萩図書館HP：
http://hagilib.city.hagi.lg.jp

0838-25-6355

山口県 萩市 ①
ものづくりを楽しもう-図書館の
本を使って-

利用者の方が萩図書館の本を参考にして作った作品の展示会です。 11月1日～11月17日 萩市立萩図書館 NPO萩みんなの図書館 無料
萩市立萩図書館HP：
http://hagilib.city.hagi.lg.jp

0838-25-6355

山口県 萩市 ①
萩市男女共同参画推進パネル
展

市民への意識啓発を図るため、萩市における男女共同参画推進及びDV防止等の啓発情
報を展示します。

10月1日～10月31日 萩市立萩図書館 萩市 無料 0838-25-3227

山口県 萩市 ① ちっちゃな図書館まつり 古本市や写真展などの開催を予定しています。 10月26日 萩市立須佐図書館 萩市立須佐図書館 無料
萩市立萩図書館HP：
http://hagilib.city.hagi.lg.jp

08387-6-5500

山口県 萩市 ③
第23回ＭＯＡ美術館萩・長門地
域児童作品展

萩・長門地域の児童による作品の展示、表彰 10月25日～26日 萩市民館小ホール
MOA美術館萩・長門地域児童作品
展

無料 0838-22-3346

山口県 萩市 ①
令和元年度第2回　未来を切り
拓くひとづくりセミナー
－萩から世界へ扉を開け－

元ノルディックスキー複合メダリスト　荻原健司氏が「本気は本物か」と題して講演 10月29日 萩市民館大ホール 萩市、萩市教育委員会 無料
文化・生涯学習課
0838-25-3511

山口県 萩市 ③ 第28回萩市民音楽祭
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 萩市民館大ホール 萩音楽協会 無料
萩音楽協会
0838-25-8724

山口県 萩市 ③
第46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 萩市民館大ホール 萩市吟剣詩舞連盟 無料
萩市吟剣詩舞連盟
0838-25-2572

山口県 萩市 ③ 桂文枝独演会 上方落語の顔、桂文枝師匠の創作落語による公演会 11月17日 萩市民館大ホール 桂文枝独演会実行委員会
桂文枝独演会実行委員会
0838-25-3511

山口県 光市 ③ 第15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。

創作舞踊：9月29日
歌謡：10月13日
舞踊：10月20日
邦楽：10月27日
吹奏楽：11月3日
吟剣詩舞：11月10日
合唱：11月17日
謡曲：11月23日
ピアノ：12月1日

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
光市教育委員会
http://www.city.hikari.lg.jp/ky
ouiku/syougai/index.html

光市教育委員会
文化・社会教育課
0833-74-3607

山口県 光市 ③ 第15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。

俳句：12月1日
短歌：12月24日

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
光市教育委員会
http://www.city.hikari.lg.jp/ky
ouiku/syougai/index.html

光市教育委員会
文化・社会教育課
0833-74-3607

山口県 光市 ③ 第15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22日～27日
後期：
10月29日～11月3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
光市教育委員会
http://www.city.hikari.lg.jp/ky
ouiku/syougai/index.html

光市文化センター
0833-72-5800

山口県 光市 ① 図書館まつり２０１９ おはなし会やワークショップ、ブックリサイクル等を開催します。 11月9日 光市立図書館 図書館まつり実行委員会 無料
光市立図書館：
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8日～10日 光市文化センター 図書館まつり実行委員会 無料
光市立図書館：
http://www.hikari-library.jp/

光市立図書館
0833-72-1440

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8日 光市民ホール
光市教育委員会・
光市教育研究会

無料
【光市民ホールＨＰ】  
http://www.hikari-
bunka.or.jp/hall/

光市教育委員会学校教育課
0833-74-3602

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27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

11月2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2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2、3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3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、実践活動発表が行われます。 11月9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

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 防府市 ③
企画展「吉村大星、やり残したこ
とに気がついた。」

色鉛筆で描いた作品を発表しつづける画家、吉村大星。制作を始めたばかりの15歳の頃
の作品から、交流のある若手アーティストとのコラボレーション作品などを地元で初公開、
作家の「今、やってみたいこと」を詰め込んだ企画展です。

10月17日～11月4日
防府市地域交流センター
（アスピラート）

公益財団法人
防府市文化振興財団

【防府市地域交流センター
（アスピラート）HP】
http://aspirante-hofu.com

公益財団法人
防府市文化振興財団
0835-26-5151（アスピラート）

山口県 防府市 ④
特別展「もぐもぐ探検隊！～”く
ち”から”おしり”まで～」

ダンボールなどで製作した「口」「食道」「胃」「小腸」「大腸」「肛門」を模した遊具を順に進み
ながら、体験者には食べ物になった気分で消化器官の並びについて学ぶ「ヒトの消化器
官」をテーマにした特別展です。

10月19日～12月1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-

公益財団法人
防府市文化振興財団
0835-26-5050（ソラール）

山口県 防府市 ③
企画展「周防三羽烏～山頭火と
白船・碧松～」

大正初期に自由律俳句雑誌「層雲」に投稿して注目され、その後それぞれの人生を歩み
ながら句を詠んだ種田山頭火、久保白船、江良碧松の直筆資料を中心に、山頭火との関
わりがうかがえる資料も含めて15点ほど展示します。

9月13日～12月8日 山頭火ふるさと館
公益財団法人
防府市文化振興財団

無料
【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 ③ 第17回雪舟サミット
雪舟にゆかりのある自治体（6市）が相集い、雪舟の業績を顕彰するとともに，雪舟を通じ
て、親睦と友好を深め、地域の活性化についての情報交換を行います。

11月9日～10日
防府市地域交流センター
（アスピラート）

防府市 無料
防府市文化・スポーツ課
0835-25-2551

山口県 防府市 ③ 第50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5日～6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50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、社交ダンス等の発表を行い
ます。午前の部と午後の部とあり、それぞれ出演団体が異なります。

10月20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 防府市 ③
第50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。 11月10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50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27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50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3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 防府市 ③ 第50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8日～10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50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8日～10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 防府市 ① 第29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19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 無料
【防府市立防府図書館HP】
http://www.library.hofu.yama
guchi.jp/

防府市文化振興財団
0835-22-0780
（防府図書館）

山口県 防府市 ①
令和元年度第2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9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.yama
guchi.jp/

防府市文化振興財団
0835-22-0780
（防府図書館）

山口県 美祢市 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9日～10日 美祢市民会館 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

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2日（午前）：オープニングイベント（表彰、事例発表等）
11月2日（午後）・3日：舞台発表
11月2日・3日：作品展示会

11月2日～3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
【美祢市HP】
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 ① 美祢市民大学講座 元全日本女子バレーボール選手　大山加奈さんを招いて、講演会を開催します。 11月7日 美祢市民会館 美祢市教育委員会
【美祢市HP】
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
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9日～10日 美祢市民会館ほか 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

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。

10月31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
【美祢市HP】
http://www2.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53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

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

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55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9日～13日 柳井市文化福祉会館 柳井市教育委員会

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

生涯学習・スポーツ推進課
0820-22-2111（内線331）

山口県 柳井市 ③
郷土史講座「日本の近代化と柳
井の先人たち」（全4回）

明治維新の後、「富国強兵」や「文明開化」のスローガンを掲げすすめられた日本流の近
代化に当たり、郷土に関係した先人たちの対応について学んでいきます。昨年度開催した
「やないの明治維新」特別講座の続編です。

5月15日,7月15日
9月15日,11月15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HP：
https://www.city-
yanai.jp/soshiki/28/kyodoshi
-koza.html

生涯学習・スポーツ推進課
0820-22-2111（内線332）

5月からの奇数月15日
に全4回開催

山口県 柳井市 ③
第31回サザンセト音楽祭
洋楽の部

柳井市、周防大島町、上関町及び平生町において、音楽に親しみ、演奏技術の向上をめ
ざしている個人・団体が一堂に会して、日頃の成果を披露し楽しむとともに、芸術文化の振
興に寄与することを目的とする。

11月10日 サンビームやない
サザンセト音楽祭実行委員会、サ
ンビームやない

無料
サンビームやない
0820-22-0111

10月上旬に市HPに掲
載予定

山口県 山口市 ①③
寺内正毅展～少年隊士から宰
相への道～

明治新政府の陸軍で昇進し、内閣総理大臣となった寺内正毅。ビリケン宰相として有名で
すが、幕末には尊王攘夷思想を胸に諸隊の志士として活動していました。展示では、幕末
期に寺内が書写した史料や、晩年に収集した資料などから、寺内が抱いた‟防長の士風”

9月25日～12月27日 十朋亭維新館
https://jippotei-ishinkan.jp/ 十朋亭維新館

083-902-1688

山口県 山口市 ②④
第63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25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 ②④
第9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。優勝チームは令和2年3月
に埼玉県で行われる全国大会に出場します。

11月9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.yamaguchi.lg.
jp/cms/a50300/kagakukoush
ien/boshuu.html

山口県教育庁高校教育課
083-933-4627

山口県 山口市 ②④
サイエンスやまぐち2019
「第73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25日～11月10日 県立山口博物館 県立山口博物館 無料
http://www.yamahaku.pref.ya
maguchi.lg.jp/

県立山口博物館
083-922-0294

11月1日～7日のみ無
料

山口県 山口市 ②④
サイエンスやまぐち2019
「第73回山口県科学研究発表

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.pref.ya
maguchi.lg.jp/

県立山口博物館
083-922-0294

山口県 山口市 ①②④ 天王星と海王星を見る会 大型望遠鏡で天王星と海王星を観望します。 11月16日 県立山口博物館 県立山口博物館 無料
http://www.yamahaku.pref.ya
maguchi.lg.jp/

県立山口博物館
083-922-0294

山口県 山口市 ①③
第21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9日 県立山口図書館 山口県図書館協会 無料
http://library.pref.yamaguchi.l
g.jp/

県立山口図書館
083-924-2111

山口県 山口市 ③ 【特別展】岸田劉生展
日本近代美術史に大きな足跡を残した洋画家・岸田劉生（1891-1929）。山口県徳山(現：
周南市）で客死してから９０年を迎える今年、《麗子微笑》など代表作を中心に、その孤高
なる画業の変遷をたどります。

11月2日～12月22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

山口県 山口市 ③ 【特別展】雪舟の仏画展
この展示では、最近新たに出現した、若き日の雪舟の作品「騎獅文殊・黄初平・張果老図」
を日本で初めて公開するとともに、仏画・人物画を中心に、雪舟の画風がどのように形成
されたかを辿ります。

11月2日～12月8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
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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12日 山口市民会館 山口市教育委員会 無料
【山口市HP】　
http://www.city.yamaguchi.lg.

学校教育課
083-934-2863

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14日 山口市民会館 山口市教育委員会 無料
【山口市HP】　
http://www.city.yamaguchi.lg.

学校教育課
083-934-2863

山口県 山口市 ①③
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 山口市歴史民俗資料館 山口市歴史民俗資料館 無料
【歴史民俗資料館ＨＰ】
http://c-

山口市歴史民俗資料館
083-924-7001

山口県 山口市 ①③ 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.yamaguchi.lg.
jp/soshiki/141/

鋳銭司郷土館
083-986-2368

山口県 山口市 ①③ 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13日 鋳銭司郷土館 鋳銭司郷土館
【鋳銭司郷土館ＨＰ】
http://www.city.yamaguchi.lg.
jp/soshiki/141/

鋳銭司郷土館
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）
※10月から入館料110
円へ変更の予定

山口県 山口市 ①③ 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.yamaguchi.lg.
jp/soshiki/141/

鋳銭司郷土館
083-986-2368

2週間前までに要予
約。郷土館入館者が
対象。
入館料100円（18歳以
下・70歳以上・障がい
のある方は無料）
※10月から入館料110

山口県 山口市 ①③
大内氏のトビラ
－山口をつくった西国大名－

大内氏遺跡指定６０周年を記念して、企画展示を行います。 10月12日～12月8日 山口市歴史民俗資料館 山口市歴史民俗資料館
【歴史民俗資料館ＨＰ】
http://c-
able.ne.jp/~yrekimin/

山口市歴史民俗資料館
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）
※10月から入館料110
円へ変更の予定

山口県 山口市 ① 絵本の読み聞かせ講座 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26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

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3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
ブックスタートボランティア養成
講座

講演、ブックスタートの説明を予定しています。 10月25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１６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24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 ③④

contact Gonzo＋YCAMバイオ・
リサーチ
wow, see you in the next life. ／
過去と未来、不確かな情報につ
いての考察

本展では「身体はどこから来て、どこへ行くのか」という問いを出発点に、YCAMが近年取り
組んでいるバイオテクノロジーの知見を生かし、DNAなどによる遺伝的継承と、物語や伝
承などによる文化的継承といったアプローチから、新作インスタレーション作品を制作／発
表します。

10月12日～1月19日
山口情報芸術センター［YCAM］ 
スタジオＡ

山口情報芸術センター［YCAM］ 無料
https://www.ycam.jp/events
/2019/wow-see-you-in-
the-next-life/

山口情報芸術センター［YCAM］ 
083-901-2222

山口県 山口市 ③
細井美裕＋石若駿＋YCAM新
作コンサートピース
Sound Mine

ボイスアーティストの細井美裕と、世界的に注目を集める若手打楽器奏者・石若駿、YCAM
のコラボレーションにより制作する新作コンサートピースを発表する公演です。

11月15日、16日
山口情報芸術センター［YCAM］ 
スタジオＢ

山口情報芸術センター［YCAM］
https://www.ycam.jp/events
/2019/sound-mine/

山口情報芸術センター［YCAM］ 
083-901-2222

山口県 山口市 ③④ YCAMオープンラボ2019

トークイベントを軸に、展示やライブコンサート、ワークショップなどを通じて、YCAMの研究
開発活動を体験できる複合型のイベントです。
3回目の開催となる今回は、同時期に開催するcontact GonzoとYCAMバイオ・リサーチに
よる新作インスレーション展に合わせて、「バイオテクノロジー」にフォーカスを当てます。

11月16日、17日 山口情報芸術センター［YCAM］ 山口情報芸術センター［YCAM］ 無料
https://www.ycam.jp/events
/2019/openlab/

山口情報芸術センター［YCAM］ 
083-901-2222

山口県 山口市 ③
中原中也記念館開館25周年記
念展　文学表現の可能性（前
期）「ムットーニからくり文学館」

「自動人形からくり箱」によって唯一無二の作品世界を創り出す美術家・ムットーニ（武藤政
彦）氏。小さな箱のなかで、機械仕掛けの人形、音楽、光、作家本人の語り、舞台装置が
巧みに絡み合いながら物語を紡いでいくその作品は、見る者の心を強くとらえ、魅了してき
ました。文学を題材とした作品も数多く制作し、独自の視点と表現手法により、題材となる
作品に新たな光を与えています。
本展では、中原中也の詩を題材とした新作（初公開）を中心に、文学をモチーフにした作品
を紹介します。

9月26日～11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

http://www.chuyakan.jp/
中原中也記念館
083-932-6430

山口県 山口市 ③ 中也忌
10月22日は詩人・中原中也の命日です。中原中也記念館の無料開館と中也のお墓参りを
します。

10月22日 中原中也記念館
公益財団法人山口市文化振興財
団

http://www.chuyakan.jp/
中原中也記念館
083-932-6430

山口県 山口市 ③
「ぼうしの詩人賞」表彰式・作品
朗読会

「ぼうしの詩人賞～あつまれ！未来の中也たち！～」山口市内の小中学生を対象とした詩
のコンクールの表彰式、作品朗読会を行います。

10月18日 中原中也記念館
公益財団法人山口市文化振興財
団

http://www.chuyakan.jp/
中原中也記念館
083-932-6430

山口県 山口市 ③ 中也に捧げる夕べ
10月22日は詩人・中原中也の命日です。それにちなみ、中也を追悼するコンサートを行い
ます。

10月19日 中原中也記念館
公益財団法人山口市文化振興財
団

http://www.chuyakan.jp/
中原中也記念館
083-932-6430

山口県 山口市 ③
「ムットーニからくり文学館」ムッ
トーニが語る！作品上演会

ムットーニ氏本人が口上をまじえながら作品を上演します。 2019/11/2～4 中原中也記念館
公益財団法人山口市文化振興財
団

http://www.chuyakan.jp/
中原中也記念館
083-932-6430

山口県 山口市 ③
企画展「山口大神宮500年の歴
史」

唯一天皇の勅令で伊勢神宮の分霊を勧請し、江戸時代は「西のお伊勢様」と呼ばれ、来
年鎮座500年となる山口大神宮の歴史について紹介します。

9月6日～12月2日 山口市菜香亭 山口市、山口市菜香亭
http://www.c-
able.ne.jp/~saikou/news/new
s-daijingu.html

山口市菜香亭
083－934-3312

山口県 山口市 ③ 菜香亭で着物体験！
「山口市観光周遊1日乗車券」とタイアップして、期間限定の割引料金で着物体験を実施し
ます。

11月2日～10日 山口市菜香亭 山口の街並を着物で歩こう会
http://www.c-
able.ne.jp/~saikou/

山口市菜香亭
083－934-3312

共催：NPO法人歴史
の町山口を甦らせる

山口県 山口市 ③ 着物　HAPPY　DAY！
「山口市観光周遊1日乗車券」とタイアップして、10名限定で着物販売・着付教室・周遊バス
乗車券・ランチ・グッズプレゼントとHappy　Dayを開催します。

11月9日 山口市菜香亭 山口の街並を着物で歩こう会
http://www.c-
able.ne.jp/~saikou/

山口市菜香亭
083－934-3312

共催：NPO法人歴史
の町山口を甦らせる

山口県 山口市 ③ 第6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6日～10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 ①③
菜香亭市民ギャラリー「令和の
風に煌めいて山口で美を楽しむ
（第１回リラの会トールペイント

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。リラの会によるトールペイントの作品展で、約６０点展示します。

10月25日～27日 山口市菜香亭 山口市、山口市菜香亭
http://www.c-
able.ne.jp/~saikou/news/new
s-gya.html

山口市菜香亭
083－934-3312

山口県 山口市 ①③
菜香亭市民ギャラリー　第４回
写真展「カメラ片手に漫ろ歩きin
山口」

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。そぞろ歩きの会による写真約３０点を展示します。

11月13日～18日 山口市菜香亭 山口市、山口市菜香亭
http://www.c-
able.ne.jp/~saikou/news/new
s-gya.html

山口市菜香亭
083－934-3312

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 山口市 ①③
菜香亭市民ギャラリー「北川俊
江第５回夢あそび創作人形展～
山口の紅葉を彩る～」

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。北川俊江さんなどによる創作人形約３０点を展示します。

11月21日～24日 山口市菜香亭 山口市、山口市菜香亭
http://www.c-
able.ne.jp/~saikou/news/new
s-gya.html

山口市菜香亭
083－934-3312

山口県 山口市 ③
山口文化協会創立50周年記念
事業
山口市民文化祭

山口文化協会が創立５０周年記念事業として行う「BASARA（バサラ）」をテーマとした文化
祭。創立当初から取組んでいる創作公演などのステージやコラボレーションによる様々な
ジャンルの展示など、山口文化協会所属のさまざまな文化団体が日頃の活動の成果を発

11月2日～11月4日 山口市民会館 山口文化協会・山口市
文化交流課
083-934-2717

ステージのダンス部門
のみ入場料 1,000円。
他無料

山口県 山口市 ③
山口文化協会
創立５０周年記念事業
創作公演「BASARA～未来

山口文化協会が創立５０周年記念事業として行う「BASARA（バサラ）」をテーマとした創作
公演。展示部門も含めた各団体が、それぞれの特長を生かして、ジャンルを越えてつな
がっていく、山口文化協会ならではの公演。

11月2日 山口市民会館 山口文化協会・山口市
文化交流課
083-934-2717

入場料 2,000円

山口県 山口市 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6日 山口学習センター 放送大学 無料
http://www.sc.ouj.ac.jp/cent
er/yamaguchi/index.html

山口学習センター

山口県 山口市 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9日 山口学習センター 放送大学 無料
http://www.sc.ouj.ac.jp/cent
er/yamaguchi/index.html

山口学習センター

山口県 山口市 ドストエフスキーを読む
ドフトエスキーを読みながら、現代における人間、神、世界の問題について一緒に考えて
みましょう。テキストは『カラマーゾフの兄弟』を使用します。

11月10日 山口学習センター 放送大学 無料
http://www.sc.ouj.ac.jp/cent
er/yamaguchi/index.html

山口学習センター

山口県 山口市 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10日 山口学習センター 放送大学 無料
http://www.sc.ouj.ac.jp/cent
er/yamaguchi/index.html

山口学習センター

山口県 山口市 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12日 山口学習センター 放送大学 無料
http://www.sc.ouj.ac.jp/cent
er/yamaguchi/index.html

山口学習センター

山口県 山口市
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13日 山口学習センター 放送大学 無料
http://www.sc.ouj.ac.jp/cent
er/yamaguchi/index.html

山口学習センター

山口県 山口市 ワークで学ぶ心理学
自分の周りの人たちが心地よく生きていくために、少しずつ心理学を学んでみませんか？
簡単な実習を行いながら、自分や人間関係を振り返ったり、心の健康について一緒に学ん

10月24日 山口学習センター 放送大学 無料
http://www.sc.ouj.ac.jp/cent
er/yamaguchi/index.html

山口学習センター

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


