
～県内の旬な文化情報をお届けします～

やまぐち文化プログラム情報誌 ［カルッチャヤマグチ］

2021.9 – 2022.3
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やまぐち文化プログラム実行委員会は、本誌掲載の文化イベントはもとより、その事業趣旨に沿った
様々な文化事業を「山口県総合芸術文化祭」として位置づけ、実施しています。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策により、掲載イベントのスケジュール等が変更される可能性があります。

「ホルの外棺」後期王朝時代
ライデン国立古代博物館所蔵
Image ©Rijksmuseum van Oudheden
（Leiden, the Netherlands）

ライデン国立古代博物館所蔵

土9/18 日11/7
古代エジプト展

山口県立美術館

色絵唐獅子牡丹文亀甲透彫瓶（部分修復）　
有田窯　1700 -1730年代
オーストリア・ロースドルフ城蔵　撮影：大屋孝雄

土9/18 火・祝11/23
～ウイーン、ロースドルフ城の悲劇～
海を渡った古伊万里
山口県立萩美術館・浦上記念館

動画配信でも「やまぐちの文化力」を感じていただくことができます。山口県の文化団体、文化人による演奏や
伝統芸能などのパフォーマンス、また美術館の作品紹介などをYouTubeチャンネル「Cul-Tube（カルチューブ） 
YAMAGUCHI」で発信しています。

https://cul-cha.jp/cul-tubeカルッチャ カルチューブ 検索

「やまぐちの文化力」を配信!!

文化人材バンク「パフォーマーズやまぐち」のご案内
文化活動の発表機会創出のため、山口県ゆかりの文化団体や個人の情報を文化人材バンク「パフォーマーズやまぐち」として登録し、
観光・スポーツなどの様々なイベント等を活用した、活躍・能力発揮の場づくりのコーディネートを行っています。
皆さんの登録・活用をお待ちしています。

竹製楽器による演奏 和太鼓演奏 ハーモニカ演奏

やまぐち文化プログラム実行委員会事務局（山口県文化振興課内） TEL.083-933-2610問い合わせ先
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〒753-00８2 山口市水の上町1番7号 水の上庁舎２階
TEL 083-929-3600　FAX 083-924-9096
URL http://www.y-kirameki.or.jp

山口きらめき財団では、多くの企業・県民の皆様からのご寄付により、地域づくりをはじめ、男女共同参画、
文化振興など、幅広い分野の県民活動を支援しています。お寄せいただいたご厚志は、「きらめきファンド」に
積み立て、大切に活用させていただきます。当財団へのご寄付に、ご協力をよろしくお願いいたします。

ご寄付のお願い ～県民活動をご支援ください～
山口きらめき財団

ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください

皆様の想いをつなぐ「きらめきファンド」のしくみ 
寄 付 者

「地域を元気にしたい！」
「困っている人のお役に立ちたい！」
「ボランティア活動をしたいが
 時間がとれない…」

手数料無料の専用の振込用紙でお振込みいただけます（振込用紙は当財団にご請求ください）

県民活動団体
★地域づくり活動
★子ども食堂
★環境保全　など

社会貢献
したい

という想い
地域課題
の解決

助成寄付

きらめきファンド
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

県民活動応援基金
きらめきチャレンジ基金
ファンド運営基金※当財団への寄付金は、税制上の優遇措置を受けられます

アルトサックス・ピアノ演奏 松林雪貞「長春花図」 歌川広重「木曾海道六十九次之内 宮ノ越」



オランダのライデン国立古代博物館は、ヨーロッパの5大エジ
プト・コレクションのひとつとして知られています。本展では、
世界有数の質と量を誇る同館の所蔵品から、人や動物のミイラ、
棺をはじめ、パピルス、石碑、宝飾品など約250点を厳選し、
3000年にわたって繁栄した古代エジプト文明をご紹介します。
さらに、国際的な研究機関でもあるライデン国立古代博物館の
最新の研究成果を世界初公開。最先端の科学技術を通して、
ミイラ作りの過程や当時の人々の美意識など、これまで知られて
いなかった文明の謎を解き明かします。

18世紀末にナポレオンが
エジプトへ遠征して以降、
エジプトに対する関心は
高まりをみせます。第1章
では、初期のエジプト探検
におけるヨーロッパの旅
行者や調査団が描いた遺
跡のスケッチのほか、現在
ライデン国立古代博物館
が行っている発掘調査の
様子を紹介します。

今秋、山口県立美術館では「ライデン国立古代博物館所蔵 古代エジプト展」を、山口県立萩美術館・浦上記念館
では「海を渡った古伊万里～ウィーン、ロースドルフ城の悲劇～」展を開催します。
日本初公開の展示品など、見どころが満載です。ぜひ美術館にお越しいただき、作品鑑賞をお楽しみください！美術館に行こう!秋の展覧会特集

All images © Rijksmuseum van Oudheden （Leiden, the Netherlands）

ツタンカーメン王の倚像 アメンヘテプの内棺

ミイラのＣＴスキャンの様子（アムステルダム・メディカル・センター、2019年）

土9/18 日11/7令和3年（2021）

山口県立美術館

［開館時間］9：00～17：00（入場は16：00まで）
［休 館 日］月曜日（ただし9月20日、10月4日、11月1日は開館）
［観 覧 料］一　　　 般

シニア・学生
1,500円
1,300円

（1,300円）
（1,100円）

※シニアは70歳以上の方、（  ）内は前売り及びオンラインチケットの料金
※18歳以下の方と高等学校・中等教育学校・特別支援学校の生徒は無料
※障害者手帳等をご持参の方とその介護の方１名は無料

第１章 エジプトを探検する
古代エジプト人にとって墓
は「来世の家」でした。豪華
な装飾が施されたミイラ
棺をはじめ、来世の安寧を
願う「死者の書」、呪術的な
意味を込めて作られた宝
飾品や、死者の身代わりと
して作られた人形「シャブ
ティ」など、出土した多くの
副葬品から古代エジプト
文明を読み解きます。

エジプトを解読する

古伊万里の名品

悲劇のロースドルフ城コレクション

第�章

山口県立萩美術館・浦上記念館 オーストリア、ウィーン近郊にたたずむ古城ロースドルフ城では、
城主ピアッティ家により古伊万里を中心とした陶磁器が多数コレク
ションされ、城内を美しく飾る調度品として大切に伝えられて
きました。ところが、第二次世界大戦の戦禍により、コレクションの
多くが破壊されてしまいました。ピアッティ家はそうした戦争の
悲劇により破壊された陶片を破棄せず、城内の一室に陶片を
あつめ、平和への願いも込めて展示を行い一般公開してきました。
本展覧会は、破壊された陶片を含むロースドルフ城所蔵の陶磁器
コレクションを海外において初公開するものです。

［開館時間］9：00～17：00（入場は16：30まで）
［休 館 日］月曜日（ただし9月20日、10月4日、11月1日は開館）、

9月21日（火）
［観 覧 料］一　    般

学　    生
70歳以上

1,500円
1,300円
1,200円

（1,300円）
（1,100円）
（1,000円）

※（  ）内は前売り及び20名以上の団体料金
※18歳以下の方と高等学校・中等教育学校・特別支援学校の生徒は無料
※障害者手帳等をご持参の方とその介護の方１名は無料
※同時開催中の普通展示もご覧いただけます

第�部

第�部

本展は2部構成となってお
り、第1部では、日本磁器誕生
の地である「有田」に焦点を当
て、日本での磁器誕生から鍋
島藩窯製品の完成、江戸時代
と幕末明治の輸出磁器の様相
といった大きな流れを、佐賀県
立九州陶磁文化館所蔵品を中
心とした国内にある有田磁器
の優品を通して紹介します。

第2部では、破壊されたロースドルフ城所蔵の
陶磁コレクションを紹介します。コレクション
は、日本、中国、西洋の各産地のやきものがみら
れ、国際色豊かな点に特色があります。日本陶磁
は圧倒的に有田磁器が多く、中でも古伊万里金
襴手がその主体を占めています。ほとんどが破片
となっていますが、往時の姿を今に伝える作品
も残されており、「色絵唐獅子牡丹文亀甲透彫瓶
（一対）」（表紙）は、当時ヨーロッパに渡った古伊
万里金襴手の華やかな姿を偲ぶことができます。
また「五彩花卉文皿」は、18世紀前半に中国・景徳
鎮窯で日本の古伊万里金襴手を模倣した「チャイ
ニーズ・イマリ」の製品で、当時の流行のモード
を競って採り入れようとする様子がうかがえ
ます。さらに日本の古伊万里金襴手を19世紀
の西洋でも模倣した製品が今回明らかになって
おり、東洋と西洋の陶磁器の文様が交流する
状況をこのコレクションからよく知ることが

最新の科学技術によって解き明かされつつある古代エジ
プト文明。第4章では、本展のためにミイラをＣＴスキャン
で調査し、その研究成果を世界初公開するほか、ライデン
国立古代博物館が中心となって進めている各種の国際的
な研究プロジェクトの最先端を紹介します。

パディコンスの『死者の書』

3000年にわたって繁栄した古代エジプト文明は、大きく９つ
の時代に区分され、少なくとも30の王朝が存在したことが
知られています。第３章では、先王朝時代も合わせた計10の
時代について、代表的なスタイルの石碑やさまざまな遺物を
通して、当時の人々の世界観や表現・技術の発展を探ります。

令和3年（2021） 土9/18 火・祝11/23

ウィーン、ロースドルフ城に残る陶片

五彩花卉文皿（修復） 景徳鎮窯
18世紀前半 ロースドルフ城蔵

白磁大壺（組み上げ修復） マイセン窯
20世紀初頭　ロースドルフ城蔵

できます。全体にこのコレクションは日本趣味の
色濃い古伊万里金襴手のスタイルを好んで収集
されてきたことがわかります。
西洋陶磁では、マイセン窯の「白磁大壺」の逸品が
みられます。「白磁大壺」は、彫刻家でマイセン窯
の主任原型師であったヨハン・ヨアキム・ケンド
ラー（1706-1775）が、1741年にザクセン王室から
依頼され、フランス宮廷への贈り物として受注制作
された作品を原型としたものです。日本の修復家・
繭山浩司氏により汚れを落とすクリーニングを
経て細部の修復が行われ、その超絶的な技巧表現
が見事に蘇り、今回の展覧会の大きな見どころの
一つとなっています。
70年以上前に破壊された陶片群ですが、今回
調査の過程においてこうした日本の修復技術による
復元がなされており、第2部では、そうした「再生」
にも焦点を当て、あまり知られることのない修復
技術の紹介もしています。
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第�章 エジプトを発見する エジプトをスキャンする第�章

色絵草花鶴文輪花皿
有田窯 1670-1680年代
佐賀県立九州陶磁文化館蔵

いろえ そうかつるもんりんか さら
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―山口県芸術文化振興奨励賞受賞
のご感想をお聞かせください。
故郷から励ましを頂き、うれしく思い
ました。大学以来京都で暮らしています
が、私の出発点、原点は山口だと思って
いますので、特別な重みがあります。
これまでの受賞者の方を見ても、山口と
深いつながりを持つとともに、広く発信
してきた人ばかりなので驚くとともに
光栄です。

―芸術への考えや、作品づくりに
おいて大切にしておられることは？
日常を、身の回りを丁寧に、細やかに
見ること、そこからふっと心に訴えてきた
もの、面白いと感じたもの、考えさせら
れるものを、どんな時でも見逃さず、
その場で掬いとる、具体に即して摑む、
それを日々続けるということだと思い
ます。ささやかに見えるものでも、生き方
や社会のあり方、時間とは、存在すると
いうのはどういうことか等々について
考えさせられるものがある、この世の
見え方を新しくする何かがあるかも
しれないと思っています。そしてそれを

古い言葉、文語も含め、
日本語の響きやリズムを
活かして表現する、五七
五七七の定型詩、歌と
して表すということが大
切だと考えています。

―山口県（ふるさと）
についての印象、思
いは？
根っこです。私の記憶、夢のなかで見
るものも含め、それは山口の風景で
す。だから、実際の生活の場が京都だと
しても、いつまでも、どこに行っても、自
分の心の深いところで故郷はついて
回ります。『駅程』に＜旅さきにふるさと
むしろ近くあり晴れたる駅の鉄銹のい
ろ＞という歌があります。これは外国に
滞在していたときに作ったものです
が、旅先の駅で列車を待っていると、
通学で使っていた（旧）小郡駅のこと
が自然に浮かび、目の前の風景に重
なりました。

―今後の目標・抱負をお聞かせくだ
さい。
短歌の世界でも若い世代は口語で歌
を作るのが自然なことになっていますが、
私は文語に基づく歌を作りつづけたい
と思っています。それは、私に歌の、
あるいは文学そのものの面白さを教え
てくれた古典、また近代の詩歌と同じ
言葉で表現したいと思っているから

です。現代の詩歌の生き
た言葉として、つまり現
代人の感情や認識を生
き生きと伝える言葉とし
て文語を使いたいと考
えています。そして、私
の作品が、短歌の未知
の読み手や作り手にとっ
て、同じ言葉で作られて
きた古代以来の短歌の

世界と繫がる扉の一つになればと思っ
ています。

―若手アーティストにアドバイスや
応援メッセージをお願いします。
若手といっても、同じ時代に作品をつ
くり、発表しているわけですから、おた
がい良いものを作りましょうというのが
第一です。もう一つは息長くやっていき
ましょうということ。長く作っていると、若
いときに分からなかったことが後で分
かる、以前関心をもって覗いてみたも
のに再会するということがあり、それも
作ることの面白さだと思っています。

防府市出身。歌人。山口高校在学中に牙短歌会に入会し、石田比呂志に師事。２０１５年の
山口県短歌大会講師や、２０２０年「雲谷庵で歌会を」（山口市主催）における公募作品の選者、
現代歌人集会副理事長などを務める。第一歌集『no news』(2002年刊)により第４７回現代
歌人協会賞・第２８回現代歌人集会賞を受賞。２０１６年には、歌集『駅程』で第２１回寺山修司
短歌賞、第４３回日本歌人クラブ賞を受賞。

島田 幸典 Shimada Yukinori
山口市出身。現代美術家。山口市立徳地中学校卒業後、画家の父である吉村芳生氏
のアシスタントをしながら自らの作品制作を始める。２０１０年に山口市美術展覧会で大賞、
２００９年から２０１４年に山口県美術展覧会で佳作を受賞。近年はインスタレーション
作品にも挑戦するなど活躍の場を広げ、２０２０年には、公益財団法人 エネルギア文化・
スポーツ財団のエネルギア美術賞を受賞。

吉村 大星 Yoshimura Taisei

“文語”で感情や認識を生き生きと伝えたい 嘘、偽りのないリアルを求めて

つかすく

てっしゅう

―山口県芸術文化振興奨励賞受賞
のご感想をお聞かせください。
自分でも作品に対してコツコツと地道
に取り組んできたと思っていたので、
改めて自分のやってきたことが評価
されて素直に嬉しいです。この受賞
を励みにこれからも創作に邁進して
まいります。

―芸術への考えや、作品づくりにお
いて大切にしておられることは？
2007年に父が参加した東京の美術展
で、ある作品と出会い衝撃を受けまし
た。その作品は、シンプルかつ丁寧で、
嘘、偽りが微塵も感じられず、リアル
そのものでした。その作品との出会いが
後の自分の方向性を決定づけました。
今でも創作する上での指針になって
います。自分に噓を付かず、その時の
持てるもの全てを作品にぶつけて
いく、それが自分の思うリアルです。
自分にしか表現できない世界の確立
を目指しています。もち
ろん、父、吉村芳生から
受け継いだ色鉛筆の
技法も大切に守って行
きます。幸い、吉村芳生
の息子だというプレッ
シャーは感じていませ
ん。父と一緒に仕事を
した数年間は楽しい時
間でした。アトリエから
見える当たり前の景色

と野良猫の世界を色鉛筆で描いてい
くことは、16歳の時からの変わらない
大切なテーマです。

―山口県（ふるさと）についての印
象、思いは？
アトリエの周辺は自然が豊かで野生動
物や小さな生き物が多く、近所の建物
には今でもホーロー看板が残されてい
ます。知らないはずの昭和の空気が心
地よく、静かで落ち着いて創作に打ち
込むことが出来ます。山口県は、応援し
てくれる人や家族や友人が暮らす大切

なホームタウンなので、
これからも暮らし続けた
いと思います。

―今後の目標・抱負
をお聞かせください。
コロナ禍の今だからこ
そ、一点でも多くの作
品を創作したいです。
人々の記憶に残り続け
る作品を生み出したい

です。より多くの人の共感を得るため
に、県外での活動や公募展への挑戦
も考えています。野良猫やスーパー
カーなどの身近な風景だけでなく、
変化することを恐れずに、自由な発想
で新しい表現方法を模索していきたい
と思います。

―若手アーティストにアドバイス
や応援メッセージをお願いします。
誰でも、どこに暮らしていても、アーティ
ストになれます。資格も必要ありません。
しかし、自分をアーティストと証明する
ためには沢山の作品が必要です。自己
満足や独りよがりでは、誰もあなたの
存在に気付いてくれません。ネットの
情報だけで満足しないで、たまには
実物を見てください。実際に作品展に
足を運んでください。作品の大きさ、
匂い、雰囲気など、五感で体感してくだ
さい。実物を目の当たりにすることで、
作品への理解が深まります。発表する
ことを怖がらずに挑戦してください。自分
の作品を客観的に捉えることができ
ます。自分の今を知ることができます。

日課の散歩にて

作品：やり残したことに気がついた

歌誌「八雁」と歌集『no news』『駅程』
色紙「雨やみし盆地に降れるひかりあり街は
瀬戸物のごときあかるさ」（『駅程』）

CLOSE  UP  IN T E R V I E W vol.5
山口県で活躍する
注目アーティストをご紹介!

令和３年７月１４日、歌人の島田幸典氏と現代美術家の吉村大星氏が山口県芸術文化振興奨励賞を受賞されました。
島田氏は、歌集が歌壇で高い評価を得るとともに、歌誌「八雁」を阿木津英氏とともに創刊し選者を務めるなど、
選歌や評論の面でも活躍されています。吉村氏は、画家である父の芳生氏の超絶技法を受け継ぎ、さらに独自の
表現として昇華させた唯一無二の世界観をもつ新進気鋭の画家です。

ゆきのり たい

や かり

せい

よし お

04 05



（土）27日11月
開演 14：00（開場 13：00）

前売り券
当 日 券

4,000円
4,500円

岩国市
0827-24-8996

（公財）岩国市文化芸術振興財団岩国市民文化会館 大ホール
岩国市山手町1丁目15番3号

藤原道山XSINSKE
～尺八とマリンバによる世界最小
　オーケストラ～「十年十色」

柳井小学校

町並み資料館

JR柳井駅

9 柳井市文化福祉会館

10柳井市白壁の町並み

柳井市 周南市

JR徳山駅

2

周南市
美術博物館 11

13

10 柳井市白壁の町並み
柳井市古市・金屋地区

13 周南市立徳山駅前図書館
周南市御幸通2-28

11 周南市美術博物館
周南市花畠町10-16

1２ 周南市文化会館
周南市徳山5854-41

9 柳井市文化福祉会館
柳井市柳井3718番地

2 岩国市民文化会館
岩国市山手町1丁目15番3号

1 スターピアくだまつ
下松市中央町２１-１

3 シンフォニア岩国
岩国市三笠町1-1-1

4 錦帯橋
岩国市岩国1丁目

6 光市民ホール
光市島田4-13-15

5 宇野千代生家
岩国市川西二丁目9-35

8 光ふるさと郷土館
光市室積5丁目6-5

7 光市文化センター
光市光井9丁目18番2号

県東部エリア 下松市・岩国市・光市・柳井市・周南市

188

JR下松駅

1 スターピアくだまつ

下松市市民体育館

下松市

JR岩国駅

188

3シンフォニア
岩国

岩国市

2 岩国市民文化会館

4 錦帯橋
5 宇野千代生家

光市

188

22

光市役所

光中央病院

JR光駅 島
田
川

6 光市民ホール

7 光市文化センター

8光ふるさと郷土館

注目のイベント

開催期間 問い合わせ先 料  金会場名・所在地イベント名

※掲載内容は、2021年7月29日時点のものであり、イベントの日時・内容等は変更される場合があります。開催情報や有料イベントの詳細（各種割引、
　無料条件など）については「問い合わせ先」までお問い合わせください。
※2次元コードをスマートフォンもしくは携帯電話で読み取ると詳しいイベント情報をご確認いただけます。（アプリの種類やバージョンにより、読み
　取りができない場合がございます。ご了承ください。 読み取りが不安定な場合は、読み取りたいコードの周りを隠して読み取りをお願いします。）

2021年10月 開催イベント

2021年12月 開催イベント

2021年11月 開催イベント

（日）10日10月
8：30～17：30

無　料光市
0833-74-3607
光市教育委員会文化・社会教育課光市民ホール

光市島田4-13-15
歌謡まつり
（第17回光市文化祭）

（日）24日10月
13：30～16：30

無　料光市
0833-74-3607
光市教育委員会文化・社会教育課光市民ホール

光市島田4-13-15
邦楽祭
（第17回光市文化祭）

（日）31日10月
13：30～16：00

無　料光市
0833-74-3607
光市教育委員会文化・社会教育課光市民ホール

光市島田4-13-15
第54回 合唱祭
（第17回光市文化祭）

入場無料
出品料 １点400円

（1点増すごとに100円追加）
光市

0833-74-3607
光市教育委員会文化・社会教育課光市文化センター

光市光井9丁目18番2号
第17回 光市美術展【前期】
（第17回光市文化祭）

（火）
（日）

～26日
31日

10月

（日）12日12月
14：00～18：00

無　料光市
0833-74-3607
光市教育委員会文化・社会教育課光市民ホール

光市島田4-13-15
メンズコール光20周年コンサート
（第17回光市文化祭）

11月1日（月）～3日（水・祝）
9：00～17：00
※11月3日は15：00まで

無　料柳井市
0820-22-2111（内線331）

柳井市生活芸術展覧会運営委員会柳井市文化福祉会館
柳井市柳井3718番地第５5回 柳井市生活芸術展覧会

入場無料
出品料 １点400円

（1点増すごとに100円追加）
光市

0833-74-3607
光市教育委員会文化・社会教育課光市文化センター

光市光井9丁目18番2号
第17回 光市美術展【後期】
（第17回光市文化祭）

（火）
（日）

～2日
7日

11月

11月13日（土）～17日（水）
9：00～17：00
※11月17日は14：00まで

観覧無料
出品料1,000円／人

中学生以下は除く・高校生は出品無料
柳井市

0820-22-2111（内線331）
柳井市美術展覧会運営委員会柳井市文化福祉会館

柳井市柳井3718番地第５７回 柳井市美術展覧会

無　料光市
0833-72-5800
光市文化センター光市文化センター

光市光井9丁目18番2号（仮）難波家・黒川家寄贈記念展（土）
（日）

～20日
16日

11月
1月

（日）7日11月
9：30～16：00

無　料光市
0833-74-3607
光市教育委員会文化・社会教育課光市民ホール

光市島田4-13-15
吟剣詩舞大会
（第17回光市文化祭）

2首1組1,000円光市
0833-74-3607
光市教育委員会文化・社会教育課誌上開催誌上短歌大会

（第17回光市文化祭）
（金）24日12月

【誌上開催】

500円岩国市
090-9469-5478
宇野千代顕彰会事務局宇野千代生家

岩国市川西二丁目9-35
宇野千代生誕124年
もみじ茶会（土）20日11月

全員
2首

無       料
2,000円

周南市
0820-48-4271
山口県歌人協会事務局周南市立徳山駅前図書館

周南市御幸通2-28
第57回
山口県歌人協会短歌大会（日）28日11月

一　　般
小中高生
会　　員

2,000円
1,000円
無 　　料

岩国市
083-972-2880

山口県音楽協会（山口芸術短期大学内）岩国市民文化会館 大ホール
岩国市山手町1丁目15番3号第48回 山口県芸術演奏会（日）5日12月

2021年9月 開催イベント
開催期間 問い合わせ先 料  金会場名・所在地イベント名

イベントカレンダー｜2021.9‒2021.12
2次元コードから
イベント情報
をチェック!

アイコン
凡 例 建築

歴史 祭り その他

音楽美術 文芸 総合
芸術

舞踊

写真

周南市立
徳山駅前
図書館

12

周南市
文化会館

無　料岩国市
0827-29-5211
岩国市市民生活部文化振興課錦帯橋周辺

岩国市岩国1丁目錦帯橋芸術祭2021（土）
（日）

～6日
7日

11月

無　料光市
0833-78-2323
光ふるさと郷土館光ふるさと郷土館

光市室積5丁目６-５秋の夜長と邦楽の夕べ（土）18日9月
19：00～20：30

（日）19日9月
13：00～

無　料光市
0833-72-1441
光市民ホール光市民ホール 大ホール

光市島田4-13-15第35回 市民コンサート

自由席 500円
25歳以下の学生は無料岩国市

0827-29-1600
シンフォニア岩国シンフォニア岩国 多目的ホール

岩国市三笠町1-1-1澄川喜一 講演会（日）26日9月
開演 14：00（開場 13：30）

260円（200円）／高校生以下無料
光市

0833-78-2323
光ふるさと郷土館光ふるさと郷土館

光市室積5丁目６-５室積秋まつり展（金）
（日）

～1日
10日

10月
10月 障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名無料

（  ）内は20名以上の団体料金です。

（土）16日10月
開演 15：00（開場 14：30）

一般 3,000円
25歳以下の学生 1,000円
親子ペア 3,500円

岩国市
0827-29-1600
シンフォニア岩国シンフォニア岩国 コンサートホール

岩国市三笠町1-1-1
ズーラシアンブラス
「音楽の絵本」～たてがみの騎士～

周南市
083-922-0032
山口県高等学校文化連盟事務局周南市美術博物館

周南市花畠町10-16
第43回 山口県高等学校総合文化祭
写真部門

（金）
（日）

～12日
 14日

11月 無　料

周南市
083-922-0032
山口県高等学校文化連盟事務局周南市美術博物館

周南市花畠町10-16
第43回 山口県高等学校総合文化祭
美術・工芸部門

（金）
（日）

～1２日
 14日

11月 無　料

無　料下松市
0833-45-1870

下松市教育委員会生涯学習振興課スターピアくだまつ
下松市中央町21-1

下松市文化協会
創立70周年記念大会

（土）
（日）

～20日
２１日

11月

無　料柳井市
0820-22-2111
柳井まつり協賛会柳井駅北周辺

柳井市内柳井まつり（火・祝）23日11月

（日）28日11月
１４：00～

一般 1,000円光市
0833-72-1441
光市民ホール光市民ホール 小ホール

光市島田4-13-15第35回 うたごえ喫茶

（日）5日12月
14：00～15：00

無　料光市
0833-78-2323
光ふるさと郷土館光ふるさと郷土館

光市室積5丁目６-５
Christmas音楽会
in醤油蔵2021

一           般 
25歳以下の学生

5,000円
1,500円岩国市

0827-29-1600
シンフォニア岩国シンフォニア岩国 コンサートホール

岩国市三笠町1-1-1
「DAZZLE」プロデュース
シンフォニア ダンスアカデミー

（日）5日12月

期間／2021年9月26日（日） 14：00開演

0827-29-1600
会場／シンフォニア岩国 多目的ホール 岩国市

シンフォニア岩国名誉館長の澄川喜一氏が自身の
創作活動のあゆみについて、また、開館25周年を
迎えたシンフォニア岩国についてお話しされます。

澄川喜一 講演会

期間／2021年11月27日（土） 14：00開演

0827-24-8996
会場／岩国市民文化会館 大ホール 岩国市

尺八とマリンバだけのオーケストラを目指すデュオも
活動開始10周年。今年は「十年十色」と題し、様々な
名曲にオリジナル新作を交えてお届けします。

藤原道山ＸSINSKE
～尺八とマリンバによる世界最小オーケストラ～「十年十色」

期間／2021年12月19日（日） 15：00開演
会場／周南市文化会館 大ホール
0834-22-8787

周南市

４月に日本センチュリー交響楽団首席客演指揮者に
就任した久石譲が、ついに山口県へ初上陸！！不朽の
名作『天空の城ラピュタ』の感動的な世界が蘇ります。

久石譲指揮 日本センチュリー交響楽団
特別演奏会 オール久石プログラム

内海 敏晴 Omar_Cruz

（日）19日12月
開演 15：00（開場 14：00）

S席 9,000円 / A席 8,000円
B席 7,000円
※団体会員500円割引 ※未就学児童入場不可

周南市
0834-22-8787
周南市文化会館周南市文化会館 大ホール

周南市徳山5854-41
久石譲指揮 日本センチュリー交響楽団
特別演奏会 オール久石プログラム

無　料
※要申込岩国市

0827-24-8996
（公財）岩国市文化芸術振興財団岩国市民文化会館 大ホール

岩国市山手町1丁目15番3号
山口県警音楽隊
クリスマスコンサート

（土）18日12月
開演 15：00（開場 14：00）

無　料周南市
0834-22-8622
周南市文化スポーツ課周南市美術博物館

周南市花畠町10-16
第19回 周南市美術展2021
前期展覧会【平面・立体】

（水）
（日）

～29日
10日

9月
10月

周南市
0834-22-8622
周南市文化スポーツ課周南市美術博物館

周南市花畠町10-16
第19回 周南市美術展2021
後期展覧会【書・写真】 無　料（水）

（日）
～13日

24日
10月
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注目のイベント

※掲載内容は、2021年7月29日時点のものであり、イベントの日時・内容等は変更される場合があります。開催情報や有料イベントの詳細（各種割引、
　無料条件など）については「問い合わせ先」までお問い合わせください。
※2次元コードをスマートフォンもしくは携帯電話で読み取ると詳しいイベント情報をご確認いただけます。（アプリの種類やバージョンにより、読み
　取りができない場合がございます。ご了承ください。 読み取りが不安定な場合は、読み取りたいコードの周りを隠して読み取りをお願いします。）

開催期間 問い合わせ先 料  金会場名・所在地イベント名

2022年1月 開催イベント

2022年2月 開催イベント

2022年3月 開催イベント

【未定】岩国市
0827-24-8996

（公財）岩国市文化芸術振興財団岩国市民文化会館 大ホール
岩国市山手町1丁目15番3号DRUM TAO「光」（日）23日1月

無　料柳井市
0820-23-3655
柳井市観光協会柳井市白壁の町並み一帯

柳井市古市・金屋地区やない白壁花香遊3月中旬【予定】

一　般
子ども

1,500円
500円【予定】

岩国市
0827-24-8996

（公財）岩国市文化芸術振興財団岩国市民文化会館 小ホール
岩国市山手町1丁目15番3号柳家一琴 独演会（土）

（日）
～15日

16日
1月

（日）6日3月 岩国市
0827-24-8996

（公財）岩国市文化芸術振興財団岩国市民文化会館 大ホール
岩国市山手町1丁目15番3号

ソプラノ 竹多倫子
「公演タイトル未定」

一　般
子ども

1,500円
500円【予定】

前売り券
当日券

5,500円
6,000円

岩国市
0827-24-8996

（公財）岩国市文化芸術振興財団岩国市民文化会館 大ホール
岩国市山手町1丁目15番3号

漫才のDENDO
全国ツアー岩国公演

（土）29日1月

イベントカレンダー｜2022.1‒2022.3
2次元コードから
イベント情報
をチェック!

アイコン
凡 例

建築
歴史 その他音楽美術 芸能映画

2021年9月 開催イベント

県央部エリア 山口市
防府市

17 防府市地域交流センター「アスピラート」
防府市戎町1丁目1-28

5 山口県立山口図書館
山口市後河原150-1

6 山口県立美術館
山口市亀山町3-1

3 山口市菜香亭
山口市天花1-2-7

4 山口市竪小路・一の坂川周辺
山口市内

10 中原中也記念館
山口市湯田温泉一丁目11番21号

9 山口井筒屋
山口市中市町33

7 山口市民会館
山口市中央2丁目5番1号

8 山口情報芸術センター［YCAM］
山口市中園町7-7

1 香山公園
山口市香山町7-1

2 山口県政資料館
山口市滝町1-1

11 山口県健康づくりセンター
山口市吉敷下東3丁目1-1

12 嘉村礒多生家帰郷庵
山口市仁保上郷2397

14 山口南総合センター
山口市名田島1218番地1

15 佐波公民館
防府市佐波二丁目12-3

13 KDDI維新ホール
山口市小郡令和一丁目1番1号

16 山頭火ふるさと館
防府市宮市町5番13号

7山口市民会館

山口県庁

JR山口駅

JR湯田温泉駅

JR上山口駅

5 山口県立山口図書館

3山口市菜香亭

10
中原中也記念館

9 山口井筒屋

12嘉村礒多生家帰郷庵

山口県
健康づくり
センター　

6山口県立美術館

2山口県政資料館

開催期間 問い合わせ先 料  金会場名・所在地イベント名

イベントカレンダー｜2021.9‒2022.3
2次元コードから
イベント情報
をチェック!

アイコン
凡 例

※掲載内容は、2021年7月29日時点のものであり、イベントの日時・内容等は変更される場合があります。開催情報や有料イベントの詳細（各種割引、
　無料条件など）については「問い合わせ先」までお問い合わせください。
※2次元コードをスマートフォンもしくは携帯電話で読み取ると詳しいイベント情報をご確認いただけます。（アプリの種類やバージョンにより、読み
　取りができない場合がございます。ご了承ください。 読み取りが不安定な場合は、読み取りたいコードの周りを隠して読み取りをお願いします。）

無　料山口市
083-924-2111
山口県立山口図書館山口県立山口図書館 2階 ふるさと山口文学ギャラリー

山口市後河原150-1

ふるさと山口文学ギャラリー企画展
やまぐちの現代詩人たち
～礒永秀雄生誕100年を記念して～

開催中～12月26日（日）
9：00～19：00
※土・日・祝日17：00まで
　〔休館：月曜、月末閉館日〕

無　料防府市
083-928-8863

（一社）山口県書道連盟事務局防府市地域交流センター「アスピラート」
防府市戎町1丁目1-28第39回 山口県書道連盟展

9月10日（金）～12日（日）
9：30～17：00
※12日は16：00まで

無　料防府市
0835-28-3107
山頭火ふるさと館山頭火ふるさと館

防府市宮市町5番13号
企画展
「山頭火に出会った人々」

開催中～10月17日（日）
10：00～18：00
〔休館：火曜（祝日の場合は翌日）〕

大　　人
小中学生

入館料
100円
50円

山口市
083-934-3312
山口市菜香亭山口市菜香亭 大広間 下の間展示室

山口市天花1-2-7
企画展 『風水のまち山口
～いまに息づく風水と東アジア』

（水）
（月）

～1日
1日

9月
11月

204

防府天満宮

JR防府駅

至山口市

15
17

16

防府市地域交流センター
「アスピラート」

山頭火ふるさと館54

防府市

佐波公民館

1香山公園

811 山口情報芸術
センター
［YCAM］

4 山口市竪小路・一の坂川周辺

（日）6日3月 一般 500円光市
0833-72-1441
光市民ホール光市民ホール 大ホール

光市島田4-13-15第7回 アラ還フェスティバルin光

（日）16日1月 一般 4,000円
会員 3,500円

光市
0833-72-1441
光市民ホール光市民ホール 大ホール

光市島田4-13-15
財津和夫
トークと歌のプレゼント

一　般
大学生
18歳以下 

1,100円
800円
無 料

周南市
0834-22-8880
周南市美術博物館周南市美術博物館

周南市花畠町10-16自身への眼差し 自画像展（金）
（日）

～7日
20日

1月
 2月

一          般
25歳以下の学生
親 子 ペ ア

4,000円
1,000円
4,000円

岩国市
0827-29-1600
シンフォニア岩国シンフォニア岩国 コンサートホール

岩国市三笠町1-1-1
中川英二郎
TRAD JAZZ COMPANY（日）23日1月

光市
0833-78-2323
光ふるさと郷土館光ふるさと郷土館

光市室積5丁目６-５
郷土館のひなまつり・
竹取物語の世界

（土）
（日）

～5日
13日

2月
3月

260円（200円）／高校生以下無料
障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名無料
（  ）内は20名以上の団体料金です。

一般 500円
会員 400円

光市
0833-72-1441
光市民ホール光市民ホール 小ホール

光市島田4-13-15
優秀映画鑑賞会
「光市民ホール名画劇場」

（土）
（日）

～5日
6日

2月

各日10：00～

9,000円～7,000円
3,500円～1,500円

一         般
25歳以下の学生 【予定】岩国市

0827-29-1600
シンフォニア岩国シンフォニア岩国 コンサートホール

岩国市三笠町1-1-1NHK交響楽団（月）14日3月

期間／2022年1月23日（日）
会場／シンフォニア岩国 コンサートホール
0827-29-1600

岩国市 岩国市

ご機嫌なディキシーランド・スタイルのジャズコン
サートをお楽しみください。学生対象のワークショップ
も企画中です！

中川英二郎
TRAD JAZZ COMPANY

期間／2022年2月27日（日） 15：00～
会場／光市民ホール 大ホール
0833-72-1441

光市

古典から近現代まで幅広いレパートリーを持ち、新世代
を牽引する弦楽四重奏「カルテット・アマービレ」。
優美で豊かなアンサンブルをお楽しみください。

三井住友海上文化財団 ときめくひととき公演
カルテット・アマービレ弦楽四重奏withピアノ

期間／2022年3月14日（月）
会場／シンフォニア岩国 コンサートホール
0827-29-1600

アニバーサリーイヤーを彩ってきた“N響”が開館25周年
の今回も満を持して登場！指揮者は原田慶太楼、ピアノは
小曽根真でお送りします。どうぞお楽しみに。

NHK交響楽団

Taira Tairadate

期間／2021年10月8日（金）～2022年1月30日（日）

083-901-2222
会場／山口情報芸術センター［YCAM］ 山口市 山口市

音楽家の坂本龍一が、アーティストの高谷史郎と、2013
年にYCAMで制作・発表した3作品を展示する展覧会
です。「山口ゆめ回廊博覧会」の一環として開催します。

坂本龍一
ART-ENVIRONMENT-LIFE 2021

期間／2021年10月9日（土）
山口市会場／山口市民会館

083-934-2717

開館５０周年を記念した式典と記念公演です。公演では、
山口大学管弦楽団が演奏する組曲「展覧会の絵」の
情景を、地元洋舞団体が美しくダンスで表現します。

山口市民会館開館50周年
記念式典・記念公演

期間／2021年11月24日（水）～12月2日（木）
会場／山口県政資料館１階
083-928-5432

【共生社会の実現をめざして】障害のある方が製作
された作品（約300点）を一堂に展示します。作品に
こめられたメッセージを感じてください。

第27回 山口県障害者芸術文化祭
応募作品展示会

注目のイベント
昭和46年 開館当初の山口市民会館

第26回山口県障害者芸術文化祭 応募作品展示会
最優秀賞作品 絵画部門  宮崎 大樹「希望」

山口市

9

（日）27日2月
15：00～

一　　　般
高校生以下

1,000円
500円

光市
0833-72-1441
光市民ホール光市民ホール 大ホール

光市島田4-13-15
三井住友海上文化財団 ときめくひととき公演
カルテット・アマービレ弦楽四重奏withピアノ

（土）11日9月
13：00～

視聴無料（要・事前登録）山口市
083-932-6430
中原中也の会・中原中也記念館Zoomウェビナーを通じて配信公開講演「中也とデザイン」

JR新山口駅

2
山口県総合

交通センター
山陽
新幹
線

山陽本線

←山口
　宇部道路

14 山口南総合センター

13 KDDI維新ホール

建築
歴史美術 文芸 書道総合

芸術 その他
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注目のイベント

開催期間 問い合わせ先 料  金会場名・所在地イベント名

2021年10月 開催イベント

2021年11月 開催イベント

2022年2月 開催イベント

2022年3月 開催イベント

イベントカレンダー｜2021.9‒2022.3

※掲載内容は、2021年7月29日時点のものであり、イベントの日時・内容等は変更される場合があります。開催情報や有料イベントの詳細（各種割引、
　無料条件など）については「問い合わせ先」までお問い合わせください。
※2次元コードをスマートフォンもしくは携帯電話で読み取ると詳しいイベント情報をご確認いただけます。（アプリの種類やバージョンにより、読み
　取りができない場合がございます。ご了承ください。 読み取りが不安定な場合は、読み取りたいコードの周りを隠して読み取りをお願いします。）

2次元コードから
イベント情報
をチェック!

2021年9月 開催イベント

大　　人
小中学生

入館料
100円
50円

山口市
083-934-3312
山口市菜香亭山口市菜香亭 大広間 床の間

山口市天花1-2-7

モザイクアート
600年の時空を超えて
～みんなで描こう五重塔～展示

（土）
（水）

～25日
17日

9月
11月

参加料 3,000円山口市
083-934-3312
山口市菜香亭山口市菜香亭

山口市天花1-2-7
開運！西の京・山口、風水パワスポ巡り
～武将×首相のパワーの源泉～

9月25日（土）～11月27日（土）
の隔週土曜日

2021年12月 開催イベント

2022年1月 開催イベント

（日）3日１０月 無　料防府市
090-2802-1958
山口県民謡連盟事務局佐波公民館

防府市佐波二丁目12-3第30回 民謡コンクール大会

（日）12日12月 一　　　般
高校生以下

1,500円
1,000円

山口市
0835-22-6814
山口県交響楽団事務局山口市民会館

山口市中央2丁目5番1号
第66回
山口県交響楽団演奏会

（日）
（日）

～6日
１３日

3月 無　料山口市
083-934-2717
山口市文化交流課山口市民会館

山口市中央2丁目5番1号山口市美術展覧会

（水・祝）
（日）

～3日
7日

11月 無　料山口市
083-934-3312
山口市菜香亭山口市菜香亭

山口市天花1-2-7アートdeおもてなし

（金）
（火・祝）

～19日
23日

 11月 無　料山口市
083-934-2717
山口市文化交流課山口市竪小路・一の坂川周辺

山口市内
まちなみアート
-my made 竪小路-

大　人
小　人
身障者

100円
50円
無料

山口市
083-934-3312
山口市菜香亭山口市菜香亭

山口市天花1-2-7
（土）18日12月 講演会「食の祭典～築山館の宴と

料亭祇園菜香亭の宴」（仮題）

（金）
（日）

～
【予定】

3日
5日

12月 無　料山口市
083-934-3312
山口市菜香亭山口市菜香亭

山口市天花1-2-7
大内文化体験!
これであなたも大内政弘(予定)

大　　人
小中学生

入館料
100円
50円

（水・祝）
（日）

～3日
26日

11月
12月

山口市
083-934-3312
山口市菜香亭山口市菜香亭 大広間 下の間展示室

山口市天花1-2-7
企画展『食の祭典～築山殿の宴と
料亭祇園菜香亭の宴～』（予定）

（土）27日11月
13：30～15：00

無　料山口市
090-1187-2586
礒多を読む会嘉村礒多生家 帰郷庵

山口市仁保上郷2397礒多忌 89回忌

【未定】山口市
083-934-3312
山口市菜香亭山口市菜香亭

山口市天花1-2-7雪舟の庭ワークショップ（予定）（土）【予定】30日１０月

（土）9日10月 無　料山口市
083-934-2717
山口市文化交流課山口市民会館

山口市中央2丁目5番1号
山口市民会館開館50周年
記念式典・記念公演

開催期間 問い合わせ先 料  金会場名・所在地イベント名

アイコン
凡 例 建築

歴史 祭り その他

音楽美術 文芸 総合
芸術

無　料山口市
083-901-2222
山口情報芸術センター［YCAM］山口情報芸術センター［YCAM］

山口市中園町7-7
セラム
「クリクラボー移動する教室」展

（土）
（日）

～18日
19日

9月
１２月

無　料山口市
083-920-9220
大路ロビー香山公園

山口市香山町7-1山口ゆらめき回廊
9月25日（土）～10月3日（日）
の毎週土・日曜日
18：30～21：00

一般  330円
大学生・高等専門学校の学生 220円

18歳以下 無料
山口市

083-932-6430
中原中也記念館中原中也記念館

山口市湯田温泉一丁目11番21号
企画展Ⅱ「雑誌「詩園」
―中也・山頭火と山口の文学青年たち」

9月29日（水）～4月17日（日）
9：00～18：00 ※入館17：30まで
（11月以降は17：00まで ※入館16：30まで）
〔休館：月曜（祝祭日の場合は翌日）、毎月最終火曜日〕

（金）
（日）

～8日
30日

10月
1月

無　料

大人 300円 / 中高生 200円
小学生以下 無料

（雪舟庭会場のみ拝観料が必要）山口市
083-901-2222
山口情報芸術センター［YCAM］山口情報芸術センター［YCAM］

山口市中園町7-7
坂本龍一
ART-ENVIRONMENT-LIFE 2021

（金）
（日）

～8日
30日

10月
1月

「Incomplete Niwa Archives
̶終わらない庭のアーカイヴ」展 無　料山口市

083-901-2222
山口情報芸術センター［YCAM］山口情報芸術センター［YCAM］

山口市中園町7-7

一部有料山口市
083-934-2717
山口市文化交流課山口市民会館

山口市中央2丁目5番1号令和3年度山口市民文化祭（土）
（日）

～9日
10日

10月

10月22日（金）～3月13日（日）
10:00～18:00
会期中展示替えあり 〔休館：火曜（祝日
の場合は翌日）、12/26～12/31〕

無　料防府市
0835-28-3107
山頭火ふるさと館山頭火ふるさと館

防府市宮市町5番13号
生誕100年記念
秋山巌原画展 拝啓山頭火さま

（土）6日11月 無　料山口市
083-922-0032
山口県高等学校文化連盟事務局山口県健康づくりセンター

山口市吉敷下東3丁目1-1
第43回 山口県高等学校総合文化祭
放送部門

（土）
（日）

～20日
23日

11月
1月 無　料山口市

083-901-2222
山口情報芸術センター［YCAM］オンライン開催ワークショップ：

ネットにくらす、私のひみつ

無　料山口市
083-928-5432

山口県障害者社会参加推進センター山口県政資料館１階
山口市滝町1-1

第27回 山口県障害者芸術文化祭
応募作品展示会

（水）
（木）

～24日
2日

11月
１２月
〔休館：月曜〕

一　般
学　生

500円
400円

（金）
（日）

～3日
19日

12月 山口市
083-925-7788
山口県立美術館山口県立美術館

山口市亀山町３-１第７４回 山口県美術展覧会

無　料山口市
083-928-5432

山口県障害者社会参加推進センター山口南総合センター
山口市名田島1218番地1

第27回 山口県障害者芸術文化祭
ステージ部門（土）4日１２月

12月中旬 500円山口市
083-929-0433
嘉村礒多生家帰郷庵嘉村礒多生家 帰郷庵

山口市仁保上郷2397しめ飾りづくり体験

無　料山口市
083-924-2111
山口県立山口図書館山口県立山口図書館 2階 ふるさと山口文学ギャラリー

山口市後河原150-1

1月5日（水）～4月下旬【予定】
9：00～19：00
※土・日・祝日17：00まで
〔休館：月曜、月末閉館日、資料点検期間中〕

ふるさと山口文学ギャラリー企画展
宮本常一と奈良本辰也
～周防大島町出身の学者たち（仮）～

2月16日（水）～2023年2月下旬
9 ：00～18：00 ※入館17：30まで
（11月以降は17：00まで ※入館16：30まで）
〔休館：月曜（祝祭日の場合は翌日）、毎月最終火曜日〕

山口市
083-932-6430
中原中也記念館中原中也記念館

山口市湯田温泉一丁目11番21号
第19回テーマ展示
「中也の本棚―日本文学篇（仮）」

一般  330円
大学生・高等専門学校の学生 220円

18歳以下 無料

期間／2021年12月3日（金）～19日（日）
会場／山口県立美術館
083-925-7788

山口市

県民参加型の美の祭典として、県内はもとより全国
から作品を公募。絵画、写真、工芸などのジャンルを
超えた、創作意欲あふれる入選作品を展示します。

第７４回 山口県美術展覧会

期間／2021年12月12日（日）
会場／山口市民会館
0835-22-6814

山口市

指揮者には国内外で活躍を続ける篠﨑靖男氏、ソリ
ストには宇部市出身、スケールの大きな演奏で期待
をされる尾形大介氏をお迎えしてお届けします。

第66回 山口県交響楽団演奏会

期間／2022年1月7日（金）～10日（月・祝）
会場／防府市地域交流センター「アスピラート」
　　　ほか市内各所
0835-26-5151

防府市

山口県出身のプロアーティストが集結し、ソロや室内楽、
オーケストラまで地元の奏者と一緒になって4日間に
亘り多彩なコンサートを展開していく音楽祭です。

第21回 防府音楽祭
＜ほうふニューイヤーコンサート２０２２＞

第73回山口県美術展覧会 大賞受賞作品
津川 奈菜《Loop Town》（部分）

読者プレゼントPRESENT
本誌掲載のイベント等に関する商品をプレゼントします。

※当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。 ※プレゼントの発送は、2021年10月中旬を予定しています。

ご希望の商品番号、住所、氏名、年齢、電話番号、
本誌の入手（閲覧）場所、本誌の感想を記入し、郵送・
ＦＡＸ・電子メールのいずれかでご応募ください。

応募方法

締め切り 2021年10月8日（金） 必着
宛    先

▶郵 送
▶ＦＡＸ
▶メール

〒753-8501（住所不要）
083-933-4829
bunka-joho@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県文化振興課
3組様3

シンフォニア岩国

「中川英二郎
  TRAD JAZZ
  COMPANY」
ペア招待券

※ 本誌8ページに
　イベント情報掲載
※ 変更または中止の可能性あり

［2022年1月23日］

（金）
（月・祝）

～7日
10日

1月 1,000円～3,500円防府市
0835-26-5151

防府市地域交流センター「アスピラート」防府市地域交流センター「アスピラート」ほか市内各所
防府市戎町1丁目1-28

第21回 防府音楽祭
＜ほうふニューイヤーコンサート２０２２＞ 

（金）
（日）

～26日
28日

11月 無　料山口市
083-901-2222
山口情報芸術センター［YCAM］山口情報芸術センター［YCAM］

山口市中園町7-7YCAMオープンラボ2021

（金）
（日）

～10日
１２日

12月 無　料山口市
083-934-2717
山口市文化交流課KDDI維新ホール

山口市小郡令和一丁目1番1号
やまぐち×ロヴァニエミ
デザインウィーク2021

（土）6日11月
開演 15：00（開場 14：00）

一　　　般
高校生以下

4,000円
2,000円

防府市
0835-26-5151

防府市地域交流センター「アスピラート」防府市地域交流センター「アスピラート」 3F音楽ホール
防府市戎町1丁目1-28

澤和樹＆蓼沼恵美子with Premium Artist
～チェロの巨匠、アラン・ムニエ氏を迎えて

一　　　 般
シニア・学生
18歳以下 無料
（  ）内は前売り券、オンラインチケットの料金

1,500円
1,300円

（1,300円）
（1,100円）山口市

083-925-7788
山口県立美術館山口県立美術館

山口市亀山町３-１
ライデン国立古代博物館所蔵
古代エジプト展

（土）
（日）

～18日
7日

9月
11月

5組様1※ 本誌2・10ページに
　イベント情報掲載

「ライデン国立古代博物館所蔵
  古代エジプト展」ペア招待券

山口県立美術館

［9月18日～11月7日］

「ホルの外棺」後期王朝時代
ライデン国立古代博物館所蔵
Image © Rijksmuseum van Oudheden
（Leiden, the Netherlands）

5組様2

山口県立萩美術館・浦上記念館
「海を渡った古伊万里
  ～ウィーン、ロースドルフ城の悲劇～」
ペア招待券

※ 本誌3・14ページに
　イベント情報掲載

［9月18日～11月23日］

色絵唐獅子牡丹文亀甲透彫瓶
（部分修復）　
有田窯 1700-1730年代
オーストリア・ロースドルフ城蔵
撮影：大屋孝雄

（水）
（火）

～15日
２１日

12月 無　料山口市
083-934-2717
山口市文化交流課山口井筒屋5階催事場

山口市中市町33
第11回 やまぐち新進アーティスト大賞
受賞者展覧会

10 11
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開催期間 問い合わせ先 料  金会場名・所在地イベント名

2021年9月 開催イベント 2022年1月 開催イベント
開催期間 問い合わせ先 料  金会場名・所在地イベント名

※掲載内容は、2021年7月29日時点のものであり、イベントの日時・内容等は変更される場合があります。開催情報や有料イベントの詳細（各種割引、
　無料条件など）については「問い合わせ先」までお問い合わせください。
※2次元コードをスマートフォンもしくは携帯電話で読み取ると詳しいイベント情報をご確認いただけます。（アプリの種類やバージョンにより、読み
　取りができない場合がございます。ご了承ください。 読み取りが不安定な場合は、読み取りたいコードの周りを隠して読み取りをお願いします。）

注目のイベント

2021年10月 開催イベント

2021年12月 開催イベント

2022年2月 開催イベント

2022年3月 開催イベント

宇部市

常盤湖
JR琴芝駅

JR草江駅

JR常盤駅

JR東新川駅

490

190

JR
宇部新川駅
JR
宇部新川駅

5 宇部市渡辺翁記念会館

7 山口県立宇部高等学校

4 宇部市文化会館

宇部市役所

8 ときわ公園・
ときわ湖水ホール

8 ときわ公園・ときわ湖水ホール
宇部市大字沖宇部254番地

9 秋吉台国際芸術村
美祢市秋芳町秋吉50番地

10 不二輸送機ホール
山陽小野田市大字郡1754

11 おのだサンパーク
山陽小野田市中川６丁目４番１号 山陽小野田市中川5丁目2番1号

12 山陽小野田市民体育館
 

県西部エリア
下関市・宇部市・美祢市・山陽小野田市

6 中央街区公園
宇部市中央町2丁目

7 山口県立宇部高等学校
宇部市寺の前3-1

4 宇部市文化会館
宇部市朝日町8番1号

5 宇部市渡辺翁記念会館
宇部市朝日町8番1号

2 下関市立美術館
下関市長府黒門東町1-1

1 下関市民会館
下関市竹崎町4-５-１

3 下関市立近代先人顕彰会 田中絹代ぶんか館
下関市田中町5-7

2021年11月 開催イベント

8,000円
※食事料込み美祢市

0837-63-0020
秋吉台国際芸術村秋吉台国際芸術村 レストラン「ラルゴ」

美祢市秋芳町秋吉50番地
わたしのお気に入り
～追憶のスクリーン･ミュージック～

（土）23日10月
開演 18：00（開場 17：30）

一般
学生

2,000円
500円

美祢市
0837-63-0020
秋吉台国際芸術村秋吉台国際芸術村 コンサートホール

美祢市秋芳町秋吉50番地二胡と楊琴の響き（日）30日1月
開演 14：00（開場 13：15）

美祢市
0837-63-0020
秋吉台国際芸術村秋吉台国際芸術村 コンサートホール

美祢市秋芳町秋吉50番地
プラテーロとわたし
コンサート

一       般
25歳以下

3,000円
1,000円

（日）24日10月
開演 14：00（開場 12：45）

無　料美祢市
0837-63-0020
秋吉台国際芸術村秋吉台国際芸術村 コンサートホール

美祢市秋芳町秋吉50番地
山本容子 銅版画原画展
「プラテーロとわたし」

（月）
（日）

～25日
31日

10月

9：00～17：00

【未定】宇部市
0836-34-8353
宇部市観光・グローバル推進課ときわ公園

宇部市大字沖宇部254番地TOKIWAファンタジア2021（日）
（日）

～28日
16日

11月
1月

無　料
※ただしワークショップなど
　一部有料イベントあり

宇部市
0836-31-5281
石炭記念館石炭記念館、蒸気機関車「D5118号（通称：ときわ号）」前

宇部市大字沖宇部254番地（ときわ公園内）石炭まつり2021（日）10日10月
10：00～16：00

無　料宇部市
0836-34-8353
宇部市観光・グローバル推進課ときわ公園

宇部市大字沖宇部254番地EAT UBE!2021（日）10日10月
【時間未定】秋吉台

秋芳洞

小
郡
萩
道
路

490

9 秋吉台国際芸術村

美祢市

JR下関駅

海峡ゆめタワー

海響館

9

1 下関市民会館

2下関市立美術館

3下関市立近代先人顕彰会
田中絹代ぶんか館

下関市

イベントカレンダー｜2021.9‒2022.3

（日）20日3月 無　料山陽
小野田市 080-1901-8322

山口県ハーモニカクラブ事務局不二輸送機ホール
山陽小野田市大字郡1754

第16回
山口県ハーモニカ演奏交流会

（土）
（月）

～25日
27日

１２月 無　料山陽
小野田市 0835-32-3560

山口県管楽アンサンブル連盟不二輸送機ホール
山陽小野田市大字郡1754

第45回 全日本アンサンブル
コンテスト山口県大会

（月・祝）20日9月 500円
※出場団体関係者限定販売

山陽
小野田市 0835-32-3560

山口県マーチングバンド連盟山陽小野田市民体育館
山陽小野田市中川5丁目2番1号

第34回 全日本マーチング
コンテスト山口県大会

（土）
（日）

～27日
28日

11月 大人
中高生
小学生以下

1,000円
500円
無料

宇部市
0827-31-3383
山口県演劇協会事務局宇部市文化会館

宇部市朝日町8番1号第61回 山口県演劇祭

6 中央街区公園

山陽小野田市

JR南中川駅11

12

おのだ
サンパーク

山陽小野田
市民体育館

JR厚狭駅

不二輸送機ホール10

2次元コードから
イベント情報
をチェック!

アイコン
凡 例 書道

音楽

祭り

文芸

その他

芸能

囲碁

写真美術

演劇・
ミュージカル

無　料宇部市
090-7503-7370
宇部未来会議中央街区公園

宇部市中央町２丁目サンタクロスロード2021
17：00～24：00【予定】

（土）
（日）

～27日
2日

11月
1月

無　料宇部市
0836-34-8353
宇部市観光・グローバル推進課宇部市内宇部市

観光ボランティアガイド通　年

開催中～10月3日（日）
9：30～17：00 ※入館16：30まで
〔休館：月曜（祝祭日の場合は翌日）〕

無　料下関市
083-250-7666

下関市立近代先人顕彰館 田中絹代ぶんか館下関市立近代先人顕彰館 田中絹代ぶんか館
下関市田中町5-7夏季所蔵品展「中本 たか子」

無　料宇部市
0836-51-7282
宇部市UBEビエンナーレ推進室ときわ湖水ホール

宇部市大字沖宇部254番地
第29回 ＵＢＥビエンナーレ
（現代日本彫刻展）応募作品展

9月5日（日）～26日（日）
10：00～17：00 ※最終入場16：30
〔休館：火曜〕

（日）26日9月
①13：00～ ②17：00～

S席
A席

5,800円
5,000円

宇部市
0836-35-3355
宇部市文化創造財団宇部市渡辺翁記念会館

宇部市朝日町8番1号
間寛平芸能生活50周年+1記念ツアー
いくつになってもあまえんぼう

10月5日（火）～12月26日（日）
9：30～17：00 ※入館16：30まで
〔休館：月曜（祝祭日の場合は翌日）〕

下関市
083-250-7666

下関市立近代先人顕彰館 田中絹代ぶんか館下関市立近代先人顕彰館 田中絹代ぶんか館
下関市田中町5-7

企画展
「イマドキ文芸の生まれるトコロ」 無　料

（日）17日10月 無　料宇部市
083-922-0032
山口県高等学校文化連盟事務局山口県立宇部高等学校

宇部市寺の前3-1
第43回 山口県高等学校総合文化祭
囲碁部門

（金）
（土）

～22日
２３日

10月 無　料下関市
083-922-0032
山口県高等学校文化連盟事務局下関市民会館

下関市竹崎町4-5-1
第43回 山口県高等学校総合文化祭
演劇部門

（土）
（日）

～6日
7日

11月 無　料山陽
小野田市 083-922-0032

山口県高等学校文化連盟事務局おのだサンパーク
山陽小野田市中川６丁目４番１号

第43回 山口県高等学校総合文化祭
書道部門

無　料宇部市
0836-34-8353
宇部市観光・グローバル推進課宇部市中心市街地（常盤通り）

宇部市中心市街地一帯第70回 宇部まつり（日）7日11月
11：00～19：00

一般 600円/大学生 500円
18歳以下 無料

高等学校・中等教育学校・特別支援学校に在学の方は無料
※下関市在住の65歳以上の方は半額（公的証明書が必要）

下関市
0832-45-4131
下関市立美術館下関市立美術館

下関市長府黒門東町1-1企画展「潮流・下関」
11月20日（土）～1月10日（月・祝）
9：30～17：00 ※入館16：30まで
〔休館：月曜（1月10日は開館）
 年末年始（12月28日～1月3日）〕

無　料下関市
083-250-7666

下関市立近代先人顕彰館 田中絹代ぶんか館下関市立近代先人顕彰館 田中絹代ぶんか館
下関市田中町5-7冬季所蔵品展「船戸 与一」

1月5日（水）～4月3日（日）
9：30～17：00 ※入館16：30まで
〔休館：月曜（祝祭日の場合は翌日）〕

下関市
083-245-4131
下関市立美術館下関市立美術館

下関市長府黒門東町1-1
特別展
野村佐紀子写真展「海」

（金・祝）
（日）

～11日
27日

2月
3月

一般 1,200円/大学生 960円
18歳以下 無料

高等学校・中等教育学校・特別支援学校に在学の方は無料
※下関市在住の65歳以上の方は半額（公的証明書が必要）

（土）12日2月
全席指定
一　　般
学　　生

3,800円
2,500円

宇部市
0836-35-3355
宇部市文化創造財団宇部市文化会館

宇部市朝日町8番1号柳家喬太郎独演会

全席指定
一　　般
学　　生

3,500円
2,500円

（水）2日3月 宇部市
0836-35-3355
宇部市文化創造財団宇部市文化会館

宇部市朝日町8番1号春風亭一之輔独演会

（日）13日3月 全席指定
3,800円

宇部市
0836-35-3355
宇部市文化創造財団宇部市渡辺翁記念会館

宇部市朝日町8番1号神田伯山独演会

期間／2021年9月5日（日）～26日（日）10：00～17：00
会場／ときわ湖水ホール（ときわ公園内）
0836-51-7282

宇部市

UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）は、1961年から続く
世界で最も歴史ある野外彫刻展。応募作品展では、第29
回展に向けて世界中から寄せられた全応募作品を展示。

第29回 UBEビエンナーレ
（現代日本彫刻展）応募作品展

期間／2021年10月24日（日） 14：00開演
会場／秋吉台国際芸術村 コンサートホール
0837-63-0020

美祢市

スペイン・アンダルシアを舞台に、ロバと詩人の心の
交流を描いたヒメネスの散文詩の世界を音楽と銅版
画で楽しむ。演奏会翌日からは銅版画原画展を開催。

プラテーロとわたし コンサート
山本容子 銅版画原画展

期間／2022年2月11日（金・祝）～3月27日（日）
会場／下関市立美術館
083-245-4131

下関市

死と隣り合わせの儚い生を見つめる静謐な写真に
より、国内外で高く評価されている下関市生まれの
写真家、野村佐紀子の下関初の個展です。

特別展 野村佐紀子写真展「海」
野村佐紀子『NUDE / A ROOM / FLOWERS』より 2012年 作家蔵山本容子「プラテーロ」2019年 銅版画,ガッシュ/キャンバス

（日）26日１２月
開催中 ～ 無　料

（一部有料公演あり）
宇部市

0836-35-3355
宇部市文化創造財団宇部市文化会館 宇部市渡辺翁記念会館

宇部市朝日町8番1号第53回宇部市芸術祭

（日）26日12月
14：00～

一　　　般
高校生以下

1,500円
500円

宇部市
0836-35-3355
宇部市文化創造財団宇部市渡辺翁記念会館　

宇部市朝日町8番1号
第九「歓喜の歌」でHAPPY END 2021
in 渡辺翁記念会館

美祢市
0837-63-0020
秋吉台国際芸術村秋吉台国際芸術村 コンサートホール

美祢市秋芳町秋吉50番地
こどものための音楽物語
「ピーターと狼」

（日）28日11月
開演 ①11：00 ②14：00

①一般 500円
　同伴の子どもは無料
②一般 2,000円/学生 無料

無　料
（一部有料）宇部市

0836-51-7282
UBEビエンナーレ推進課ときわ湖水ホール アートギャラリー

宇部市大字沖宇部254番地
つくる・みる・かんじる美術室
かたちときもち まるめてあそぼう！

10月8日（金）～24日（日）
10：00～16：00
〔休館：火曜〕

一       般
25歳以下

3,000円
1,000円

美祢市
0837-63-0020
秋吉台国際芸術村秋吉台国際芸術村 コンサートホール

美祢市秋芳町秋吉50番地
辻本玲 J.S.バッハ無伴奏
チェロ組曲全曲演奏会

（日）10日10月
開演 14：00（開場 13：15）

工芸

（土）
開演 15：00

16日10月 宇部市
0836-35-3355
宇部市文化創造財団宇部市渡辺翁記念会館

宇部市朝日町8番1号神田将・米津真浩コンサート
S席

A席

一　　　般
大学生以下
一　　　般
大学生以下

4,500円
2,000円
3,500円
1,500円
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開催期間 問い合わせ先 料  金会場名・所在地イベント名

2021年9月 開催イベント

2022年1月 開催イベント

開催期間 問い合わせ先 料  金会場名・所在地イベント名

※掲載内容は、2021年7月29日時点のものであり、イベントの日時・内容等は変更される場合があります。開催情報や有料イベントの詳細（各種割引、
　無料条件など）については「問い合わせ先」までお問い合わせください。
※2次元コードをスマートフォンもしくは携帯電話で読み取ると詳しいイベント情報をご確認いただけます。（アプリの種類やバージョンにより、読み
　取りができない場合がございます。ご了承ください。 読み取りが不安定な場合は、読み取りたいコードの周りを隠して読み取りをお願いします。）

注目のイベント

2021年12月 開催イベント

2022年2月 開催イベント

2022年3月 開催イベント

2021年11月 開催イベント

2 萩博物館
萩市堀内355番地

3 萩城下町
萩市内

4 萩市総合福祉センター
萩市大字江向510番地

5 笠山椿群生林（越ヶ浜）
萩市椿東越ヶ浜 虎ヶ崎周辺

7 金子みすゞ墓所（遍照寺）
長門市仙崎今浦町1776

8 長門市立図書館
長門市仙崎441-1

9 ルネッサながと
長門市仙崎10818番地１

10 大谷山荘
長門市深川湯本2208

6 金子みすゞ記念館
長門市仙崎1308番地

1 山口県立萩美術館・浦上記念館
萩市平安古町586-1

県北部エリア 萩市・長門市

JR萩駅

JR東萩駅

萩市

191

262

松陰神社

松下村塾
（世界遺産）

1 山口県立萩美術館・浦上記念館

3 萩城下町

2 萩博物館

4 萩市総合福祉センター

萩・明倫学舎

5笠山椿群生林（越ヶ浜）
長門市

JR仙崎駅

9 ルネッサながと

8 長門市立図書館

6金子みすゞ記念館

191

道の駅「センザキッチン」

イベントカレンダー｜2021.9‒2022.3

（木）
（土）

～3日
3日

2月
4月

有料施設有（要入館料）
場所等含め詳細は
問い合わせ先まで

萩市
0838-25-3139
萩市観光課萩市内各所

萩市内萩城下の古き雛たち

参加費 要長門市
0837-26-4712
金子みすゞ顕彰会大谷山荘

長門市深川湯本2208
第25回 みす コゞスモス交流会（土）5日3月

無　料長門市
0837-26-4712
金子みすゞ顕彰会金子みすゞ墓所（遍照寺）

長門市仙崎今浦町1776
第25回 みす コゞスモス交流会
墓前祭

（日）6日3月
11：00～

無　料長門市
0837-26-4712
金子みすゞ顕彰会長門市立図書館

長門市仙崎441-1
第25回 みす コゞスモス交流会
みす トゞーク

（日）6日3月
13：15～

2021年10月 開催イベント

建築
歴史

2次元コードから
イベント情報
をチェック!

アイコン
凡 例 舞踊

音楽

祭り その他

文芸 芸能美術 演劇・
ミュージカル

金子みすゞ墓所
（遍照寺）

7

10 大谷山荘

大　　人
小中高生

350円
150円

長門市
0837-26-5155
金子みすゞ記念館金子みすゞ記念館

長門市仙崎1308番地
詩からみるみすゞが生きた
時代展

（金）
（日）

～3日
31日

9月
10月

一       般
学       生
70歳以上

1,500円
1,300円
1,200円

※開催中の普通展示もご覧いただけます。

萩市
0838-24-2400
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 本館2階展示室

萩市平安古町586-1
海を渡った古伊万里
～ウィーン、ロースドルフ城の悲劇～

（土）
（火・祝）

～

各日 9：00～17：00

18日
23日

9月
11月

大人
高校・大学生
小中学生

520円
310円
100円

萩市
0838-25-6447
萩博物館萩博物館 企画展示室

萩市堀内355番地特別展「旅と人と萩と」（土）
（日）

～2日
26日

10月
12月

長門市
0837-26-5155
金子みすゞ記念館金子みすゞ記念館

長門市仙崎1308番地
2022年 みす うゞたカレンダー
原画（絵 尾崎眞吾）展

（水・祝）
（木）【予定】

～3日
30日

11月
１２月

大　　人
小中高生

350円
150円

（日）
8：00～

14日11月 無　料萩市
0838-25-3139
萩市観光課萩城下町ほか市内各所

萩市内 萩時代まつり

【未定】長門市
0837-26-6001
ルネッサながとルネッサながと

長門市仙崎10818番地1
15th〈大津あきら顕彰〉
歌謡フェスティバル

（日）21日11月
10：00～16：30

受検料　初級 無料
中級・上級は１科目につき1,000円
（高校生以下 500円）

萩市
0838-25-3290
萩検定実行委員会初級：各自パソコン、スマホにて（通年）

中級・上級：萩市総合福祉センター
萩市大字江向510番地

第3回 萩検定（日）5日１2月

募集対象：小学生～中学生
参 加 料：無料 ※先着20名
申込締切：12月4日（土）

長門市
0837-26-6001
ルネッサながとルネッサながと

長門市仙崎10818番地1
弧の会とおどろう！
日本舞踊ワークショップ

（土）18日12月
14：00～16：00

一般
学生

2,500円
1,500円

長門市
0837-26-6001
ルネッサながとルネッサながと

長門市仙崎10818番地1

日本舞踊家集団
弧の会 〈コノカイズム〉
ルネッサながと公演

（日）19日12月
14：00～16：00

期間／2021年11月3日（水・祝）～12月30日（木）【予定】
会場／金子みすゞ記念館
0837-26-5155

長門市

イラストレーター尾崎眞吾さんの優しさあふれるイラスト
と金子みすゞの代表的な詩をコラボレーションした
「2022年みすゞ うたカレンダー」の原画展を開催します。

2022年 みす うゞたカレンダー
原画（絵 尾崎眞吾）展

期間／2021年11月14日（日） 8：00～
会場／萩城下町ほか市内各所
0838-25-3139

萩市

毛利氏の伝統を受け継ぐ、萩市古来の奉納行列
「萩大名行列」が市内を練り歩き、一大歴史絵巻を
繰り広げる秋の一大イベントです！

 萩時代まつり

期間／2021年12月19日（日） 14：00～16：00
会場／ルネッサながと
0837-26-6001

長門市

伝統芸能の世界で今熱い注目を浴びる日本舞踊家集団。
流派を超え結集した男達が、紋付・袴のみのシンプルな
スタイルで迫力に満ちた躍動感溢れる群舞で魅せます。

日本舞踊家集団
弧の会〈コノカイズム〉ルネッサながと公演

一般 5,000円
学生 3,000円

長門市
0837-26-6001
ルネッサながとルネッサながと

長門市仙崎10818番地1
二兎社公演45
「鷗外の怪談」

（月・祝）10日1月
14：00～16：40

長門市
0837-26-5155
金子みすゞ記念館金子みすゞ記念館

長門市仙崎1308番地
雑誌に掲載された
みすゞの詩展（仮題）

（土・祝）
（日）

～1日
30日

１月 大　　人
小中高生

350円
150円

～
【予定】

2月中旬
3月中旬 無　料萩市

0838-25-3139
萩市観光課笠山椿群生林（越ヶ浜）

萩市椿東越ヶ浜 虎ヶ崎周辺 萩・椿まつり

一　　般
小中高生

500円
無料

※同日の狂言公演購入者は無料
長門市

0837-26-6001
ルネッサながとルネッサながと

長門市仙崎10818番地1
ながと近松文化講座
狂言教室

（金・祝）11日2月
11：00～12：30

長門市
0837-26-5155
金子みすゞ記念館金子みすゞ記念館

長門市仙崎1308番地
金子みすゞ児童作品コンクール
優秀作品展（予定）

（金）
（月）

～
【予定】

4日
28日

2月 大　　人
小中高生

350円
150円

1階席 5,700円
2階席 5,200円

長門市
0837-26-6001
ルネッサながとルネッサながと

長門市仙崎10818番地1第22回 万作・萬斎 狂言公演（金・祝）11日2月
14：00～16：00

【未定】
※山口県内在住者のみの販売予定

長門市
0837-26-6001
ルネッサながとルネッサながと

長門市仙崎10818番地1
宝くじ文化公演
「春風亭昇太・林家たい平 二人会」（水）16日3月

長門市
0837-26-5155
金子みすゞ記念館金子みすゞ記念館

長門市仙崎1308番地
金子みすゞの甦り
矢崎節夫“みすゞ探しの旅”展（予定）

（金）
（木）

～
【予定】

4日
31日

3月 大　　人
小中高生

350円
150円

正 面 席
北・南 席
高校生以下

2,000円
1,500円
1,200円

長門市
0837-26-6001
ルネッサながとルネッサながと

長門市仙崎10818番地1
精華女子高等学校
吹奏楽部コンサート

（日）19日9月
14：00～16：00

萩市
0838-25-6447
萩博物館萩博物館 企画展示室

萩市堀内355番地
テーマ展「古写真で見る
幕末明治 萩の人物編」

（日）
（日）

～2日
6日

1月
3月

大人
高校・大学生
小中学生

520円
310円
100円

10月上旬【予定】
着物レンタル料
（着付け込み）
着付けのみ

４，０００円

２，０００円
萩市

0838-25-1750
萩市観光協会萩城下町周辺ほか市内各所

萩市内着物ウィークin萩

10月上旬【予定】 無　料萩市
0838-25-3139
萩市観光課萩城下町周辺

萩市内萩・竹灯路物語
たけとうろ
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山口県文化連盟の活動を紹介します
文化は人を楽しませ、やすらぎと感動を与え、人生を豊かにします。また、人と人、地域と地域をつなぎ、新たな価値を
創造します。山口県文化連盟は「文化のネットワーク」を活かし、各種活動を行っています。
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連盟会員 主な活動

○山口県総合芸術文化祭への参画

○講師（指導者）紹介・派遣事業

音楽や文芸、舞踊、生活文化等、多彩な分野別
フェスティバルを県内各地で開催しています。

地域で行われる各種文化教室や学校の部活動
等の文化芸術活動をサポートするため、文化連盟
に所属する文化芸術団体の会員を講師（指導者）
として紹介、派遣しています。

行政機関、報道機関、公的団体

個人、企業、文化サークル、ＮＰＯ等

市町文化協会（27団体）
分野別県域文化団体（24団体）
学校関係県域文化団体（4団体）
県内文化振興財団（7団体）

構成員

特別会員（19団体）

賛助会員・サポート会員

正会員（62団体）

区 分

山口県文化連盟では賛助会員を募集しています
山口県文化連盟の活動に御協力いただける賛助会員（個人又は団体）を広く募集しています。

※賛助会員の皆様には、文化情報誌、その他の文化情報をお届けします。
※入会受付は随時しておりますが、会員期間は入会日からその事業年度の３月３１日までとさせていただきます。年間費 １口 ５，０００円

所定の入会申込書兼振込申込書にて年会費のお振り込みをお願いいたします。
詳しくは、山口県文化連盟事務局までお問い合わせください。

山口県文化連盟事務局　〒７５３-８５０１ 山口市滝町１-１ 山口県文化振興課内　ＴＥＬ.０８３-９３３-２６１０〈問い合わせ先〉

申込方法

無　料防府市
083-928-8863

（一社）山口県書道連盟事務局防府市地域交流センター「アスピラート」
防府市戎町1丁目1-28第39回 山口県書道連盟展

9月10日（金）～12日（日）
9：30～17：00
※12日は16：00まで

（日）3日１０月 無　料防府市
090-2802-1958
山口県民謡連盟事務局佐波公民館

防府市佐波二丁目12-3第30回 民謡コンクール大会

（月・祝）20日9月 500円
※出場団体関係者限定販売

山陽
小野田市 0835-32-3560

山口県マーチングバンド連盟山陽小野田市民体育館
山陽小野田市中川5丁目2番1号

第34回 全日本マーチング
コンテスト山口県大会

（土）
（月）

～25日
27日

１２月 無　料山陽
小野田市 0835-32-3560

山口県管楽アンサンブル連盟不二輸送機ホール
山陽小野田市大字郡1754

第45回 全日本アンサンブル
コンテスト山口県大会

（日）20日3月 無　料山陽
小野田市 080-1901-8322

山口県ハーモニカクラブ事務局不二輸送機ホール
山陽小野田市大字郡1754

第16回
山口県ハーモニカ演奏交流会

※掲載内容は、2021年7月29日時点のものであり、イベントの日時・内容等は変更される場合があります。開催情報や有料イベントの詳細（各種割引、
　無料条件など）については「問い合わせ先」までお問い合わせください。

※9月以降開催分

山口県総合芸術文化祭2 0 2 1
分野別フェスティバル一覧

やまぐち文学巡り
～やまぐちゆかりの文学者たち～
種田山頭火（防府市 １882～１940）

旧小林寫真館本店　小林銀汀 撮影

数々の不幸により出家得度した後、行乞流転の旅の中で独自の句境を切り開き、
10,000句を越える自由律俳句と日記文学を残した種田山頭火。コロナ禍により旅は
もとより外出そのものが制限され、人との繋がりが希薄になっている今だからこそ、
旅を愛し多くの人に支えられた俳人・種田山頭火の魅力を再発見するために、山頭火
ふるさと館の中村浩典館長にお話を伺いました。

「山頭火ふるさと館」の今後の展開

4月から、（一社）防府観光コンベンション協会を指定
管理者とする新たな運営が始まりました。これまで培って
きた文学館としての成果と実績を踏まえつつ、老若を
問わず幅広い年齢層の方々にご来館いただけるよう、
企画・運営に創意工夫を凝らしたいと考えています。
現在、企画展「山頭火に出会った人々※」を開催してい
ます。山頭火には多くの句友がおり、今回の企画展では
それら多くの友人たちの中でも比較的晩年の山頭火と
交流のあった友人の作品や資料を紹介しています。山頭火
に惹かれた友人の目線を通して山頭火の作品の魅力
に迫っていますので、ぜひ足を運んでみてください。

―２０２１年４月に新館長に就任して、現在の心境と
今後の展望について聞かせてください。

山頭火は苦悩に満ちた人生の扉を開き、自分の道を
確立しようと漂泊の旅を続けました。特に山頭火が11歳
の時に自死した母への思慕を断ち切れず、位牌を背負って
の旅でした。晩年、山頭火が「死に場所」を探すために
出発したとされる長旅の目的地の一つが福井県の永平寺
で、「てふてふひらひらいらかをこえた」という句を詠んで
います。蝶々が永平寺の法堂の甍を越えて飛んでいく
姿に自分を重ね合わせ、自分らしく生きることがこれから
の道であるという決意を感じさせる句です。

山頭火と旅
―種田山頭火といえば、「漂泊」の俳人として知られて
います。山頭火にとって「旅」とはどういうものだったと
思いますか？

山頭火と酒

彼は旅と句作の他に酒をこよなく愛していましたが、一方
では利き水の名人でもありました。水を詠んだ句が数々
ある中で、「ふるさとの水をのみ水をあび」、「へうへうとして
水を味ふ」などは代表的な句ですが、お酒を飲んだ翌朝に
飲む水の美味しさは格別だったのかもしれません。また、
あまり知られていないようですが、山頭火はコーヒーも
好きで、「朝蝉澄み通るコーヒーをひとり」というオシャレな
句も詠んでいます。

―山頭火の人柄を表すエピソードがあれば教えてください。

山頭火と俳句

山頭火の句の魅力は、眼前の情景や現象を五感で捉え、
型に囚われず感性豊かに表現しているところです。第四
句集『雑草風景』の中に「あるがまま雑草として芽をふく」

―山頭火の句の魅力とはどういうものなのでしょうか？
また、好きな句を教えてください。

山頭火ふるさと館
〒747-0032 山口県防府市宮市町5番13号

TEL 0835-28-3107
［開館時間］10：00～18：00

（ただし、特別企画展の開催中は、展示室への
 入室は17：３０まで）

（祝日の場合は翌日）［ 休 館 日 ］毎週火曜日
12月26日～12月31日

周南市
0820-48-4271
山口県歌人協会事務局周南市立徳山駅前図書館

周南市御幸通2-28
第57回
山口県歌人協会短歌大会（日）28日11月 全員

2首
無       料
2,000円

岩国市
083-972-2880

山口県音楽協会（山口芸術短期大学内）岩国市民文化会館 大ホール
岩国市山手町1丁目15番3号第48回 山口県芸術演奏会（日）5日12月

一　　般
小中高生
会　　員

2,000円
1,000円
無 　　料

（日）12日12月 山口市
0835-22-6814
山口県交響楽団事務局山口市民会館

山口市中央2丁目5番1号
第66回
山口県交響楽団演奏会

一　　　般
高校生以下

1,500円
1,000円

（土）
（日）

～27日
28日

11月 宇部市
0827-31-3383
山口県演劇協会事務局宇部市文化会館

宇部市朝日町8番1号第61回 山口県演劇祭
大人
中高生
小学生以下

1,000円
500円
無料

開催期間エリア 問い合わせ先 料  金会場名・所在地イベント名（主催者）

という句がありますが、背伸びすることなく自分らしく
生きることの大切さを詠んだこの句が私は一番好きです。

※2021年10月17日（日）まで開催
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下松市文化協会は、戦後の動乱もひと段落ついた昭和26年 

11月3日の文化の日に、県下に先駆けて誕生しました。皆様の

多大なるご支援とご協力のおかげで、令和3年に創立70周年

を迎えることとなりました。ここに、改めて感謝申し上げます。

本協会は組織的な文化活動の推進により、市民文化の向上を

図ることを目的として活動をしており、公民館や下松市文化会館

スターピアくだまつと連携しながら、これまで様々な活動を展開

してきました。

現在、１０連盟５５団体それぞれの会員が日々文化活動に励んで

おり、連盟ごとに開催される市民文化祭でその成果を発表して

います。また、文化協会女性部も組織され、文化講演会の開催

などを通して繊細で優雅な文化活動を推進しています。

市民に親しみやすい文化協会として、これからも地域文化の

振興と創造に貢献してまいりたいと考えております。

山口県マーチングバンド連盟は、本県のマーチング普及向上に

寄与することを目的として、平成16年（2004）4月に発足しま

した。現在の加盟会員数は、小学校17団体、中学校88団体、高等

学校54団体、大学7団体、職場・一般23団体、合わせて189団体

となっています。

年間最大のイベントは山口県総合芸術文化祭の分野別フェス

ティバルとして開催している「全日本マーチングコンテスト

山口県大会」です。昨年度は新型コロナウイルスの影響でやむなく

開催を中止いたしましたが、本年度の第34回大会は、充分な

感染対策を施した上で開催する予定です。

マーチングの魅力は、バンドの奏でる迫力ある演奏と一糸乱れぬ

華麗なフォーメーションを同時に味わえることです。つまり、聴い

て楽しい、観て楽しい、ということです。この魅力を多くの皆様に

伝えていけるよう、これからもしっかりと活動を続けていきたい

と思っております。

〒744-8585 下松市大手町3丁目3番3号
下松市教育委員会生涯学習振興課内

福永 城医会 長

下松市文化協会

0833-45-1870

山口県俳句作家協会は、県内の俳人協会、現代俳句協会及び

日本伝統俳句協会の三団体が大同団結して、昭和47年11月に

創立し、県内の俳句界で広く活動を行っています。

主な活動は、「山口県総合芸術文化祭」の一環として「山口県

俳句大会」を開催運営することです。

このほか、地域俳句大会への協賛、小中学校等への講師派遣、 山口県等が主催する国民文化祭の俳句大会や全国健康福祉祭

の俳句交流大会の引き受け市町に対する全面的な支援を行って

います。

本協会は、その年の山口県俳句大会に投句した者を会員と

しており、現在の会員数は５２２人ですが、漸減の状態にあり

ます。また新型コロナウイルス感染症の影響で活動が制限されて

おり、令和４年度は投句者が相集う大会となるよう懸命の努力

をして参ります。

最後に、次世代を担う若い方々から生涯学習の一環として

中高年の方々まで、幅広い年齢層の方に世界最短の定型詩で

ある俳句の魅力を発信し、作句の喜びや奥深さを浸透させる

ための地道な努力を一層重ねていきたいと考えています。

〒753-0841 山口市吉田3097-19 吉次 薫方

河村 正浩会 長

山口県俳句作家協会

083-924-1532

〒747-1232 防府市大字台道36-1 防府西高等学校内

藤本 博途理事長

山口県マーチングバンド連盟

0835-32-3560

周南市文化振興財団は、昭和56年（1981）に、市民の幅広い

文化芸術活動を振興し、個性豊かな地域文化の展開を図るため

の事業を行い、「うるおい」と「やすらぎ」にみちた市民生活と文化

の香り高いまちづくりの推進に寄与することを目的に設立され

ました。令和3年10月22日には設立40周年を迎えます。

当財団は市から委託を受け、現在、文化会館、美術博物館、郷土

美術資料館の管理・運営を担っています。 文化会館では質の高い舞台芸術を提供するホール事業の他、

本物の芸術を地域へ届ける移動文化教室、感動体験の中学生

芸術鑑賞会、周南市出身の詩人を顕彰する「まど・みちおコスモス

音楽会」などを毎年開催しています。

美術博物館では、宮崎進、林忠彦、まど・みちおなど郷土ゆかりの

芸術家の作品を収蔵、展示しています。また、時代を象徴する

写真を選び出す「林忠彦賞」も毎年実施しています。美術、写真、

歴史、まど・みちおコーナーといった常設展示のほか、様々な

ジャンルの企画展も開催しています。

郷土美術資料館は、尾崎正章のほか、地域で活躍する作家の

作品も紹介しています。

〒745-0874 周南市徳山5854-41

藤井 律子理事長

公益財団法人 周南市文化振興財団

0834-22-8787

令和元年度 第64回下松市民音楽祭

平成30年度 第33回文化協会女性部 文化講演会アトラクション

第56回山口県俳句大会アトラクション

第56回山口県俳句大会

第32回全日本マーチングコンテスト山口県大会（山口市立小郡中学校）

第32回全日本マーチングコンテスト山口県大会（山口県立岩国商業高等学校）

第27回まど・みちおコスモス音楽会

第29回林忠彦賞受賞記念展（令和3年5月開催）会場風景
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～県内の旬な文化情報をお届けします～

やまぐち文化プログラム情報誌 ［カルッチャヤマグチ］

2021.9 – 2022.3

09

やまぐち文化プログラム実行委員会は、本誌掲載の文化イベントはもとより、その事業趣旨に沿った
様々な文化事業を「山口県総合芸術文化祭」として位置づけ、実施しています。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策により、掲載イベントのスケジュール等が変更される可能性があります。

「ホルの外棺」後期王朝時代
ライデン国立古代博物館所蔵
Image ©Rijksmuseum van Oudheden
（Leiden, the Netherlands）

ライデン国立古代博物館所蔵

土9/18 日11/7
古代エジプト展

山口県立美術館

色絵唐獅子牡丹文亀甲透彫瓶（部分修復）　
有田窯　1700 -1730年代
オーストリア・ロースドルフ城蔵　撮影：大屋孝雄

土9/18 火・祝11/23
～ウイーン、ロースドルフ城の悲劇～
海を渡った古伊万里
山口県立萩美術館・浦上記念館

動画配信でも「やまぐちの文化力」を感じていただくことができます。山口県の文化団体、文化人による演奏や
伝統芸能などのパフォーマンス、また美術館の作品紹介などをYouTubeチャンネル「Cul-Tube（カルチューブ） 
YAMAGUCHI」で発信しています。

https://cul-cha.jp/cul-tubeカルッチャ カルチューブ 検索

「やまぐちの文化力」を配信!!

文化人材バンク「パフォーマーズやまぐち」のご案内
文化活動の発表機会創出のため、山口県ゆかりの文化団体や個人の情報を文化人材バンク「パフォーマーズやまぐち」として登録し、
観光・スポーツなどの様々なイベント等を活用した、活躍・能力発揮の場づくりのコーディネートを行っています。
皆さんの登録・活用をお待ちしています。

竹製楽器による演奏 和太鼓演奏 ハーモニカ演奏

やまぐち文化プログラム実行委員会事務局（山口県文化振興課内） TEL.083-933-2610問い合わせ先
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〒753-00８2 山口市水の上町1番7号 水の上庁舎２階
TEL 083-929-3600　FAX 083-924-9096
URL http://www.y-kirameki.or.jp

山口きらめき財団では、多くの企業・県民の皆様からのご寄付により、地域づくりをはじめ、男女共同参画、
文化振興など、幅広い分野の県民活動を支援しています。お寄せいただいたご厚志は、「きらめきファンド」に
積み立て、大切に活用させていただきます。当財団へのご寄付に、ご協力をよろしくお願いいたします。

ご寄付のお願い ～県民活動をご支援ください～
山口きらめき財団

ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください

皆様の想いをつなぐ「きらめきファンド」のしくみ 
寄 付 者

「地域を元気にしたい！」
「困っている人のお役に立ちたい！」
「ボランティア活動をしたいが
 時間がとれない…」

手数料無料の専用の振込用紙でお振込みいただけます（振込用紙は当財団にご請求ください）

県民活動団体
★地域づくり活動
★子ども食堂
★環境保全　など

社会貢献
したい

という想い
地域課題
の解決

助成寄付

きらめきファンド
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

県民活動応援基金
きらめきチャレンジ基金
ファンド運営基金※当財団への寄付金は、税制上の優遇措置を受けられます

アルトサックス・ピアノ演奏 松林雪貞「長春花図」 歌川広重「木曾海道六十九次之内 宮ノ越」
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