
























Event Topics! 10/1. 3/312022 2023

日本三大芋煮inつわの～芋煮と地酒の会～日本三大芋煮inつわの～芋煮と地酒の会～
11/19§�10:30~（予定）

出汁に醤油とゆず皮で風味を加えた上品でまろや
かな味わいの芋煮が無料で楽しめます。日本三大
芋煮のひとつにも数えられ文化庁の100年フード
にも認定されました。津和野の清流で造られた地酒
も無料で楽しめます。
qJR津和野町殿町・本町通り周辺
4つわの芋煮と地酒の会（事務局 津和野町商工会）
10856-72-3131
［アクセス］○津和野駅から徒歩10分
○中国自動車道六日市ICから車約60分

AREA
島根県
津和野町

湯田温泉酒まつり湯田温泉酒まつり
10/9¶�11:00~17:00

県下約20の酒蔵が一斉に集まる！近年全国的にも
注目されている山口県の地酒が湯田温泉に大集
結。ぐい飲みチケット（おちょこ付き）を購入し、試
飲しながら会場内の酒蔵を巡ります。

q井上公園周辺
4湯田温泉酒まつり実行委員会
1083-966-0045
［アクセス］○ＪＲ山口線湯田温泉駅から徒歩10分

AREA

山口市

10/30¶�10:00~14:00
秋吉台に国内最高峰の自転車ロードレースがやっ
てくる！アップダウンの激しい秋吉台で激戦が繰り
広げられます。

q秋吉台　
4（一社）美祢市観光協会
10837-62-0115
［アクセス］○小郡萩道路 秋吉台ICから車10分

AREA

美祢市

第71回宇部まつり第71回宇部まつり

JCL秋吉台カルストロードレースJCL秋吉台カルストロードレース

11/6¶
南蛮音頭パレードや多彩なステージイベント、さま
ざまな食が集まるマルシェなど、毎年多くの人で賑
わう県内有数のまつり。

q常盤通り・平和通り一帯
4宇部まつり実行委員会
（（一社）宇部観光コンベンション協会内）
10836-34-2050
［アクセス］○JR宇部線琴芝駅から徒歩7分

AREA

宇部市

サザンセト大畠タイ釣り大会サザンセト大畠タイ釣り大会
10/14∞

鯛の好漁場、大畠瀬戸一円で開催されるタイ釣り
大会です。初心者からマニアまで釣り好きが多数
参加し、釣果に応じて入賞者には景品が贈答され
ます（目出鯛賞、大物賞などがあります）。

q大畠瀬戸一円（石神漁港）
4大畠観光協会 10820-45-2414
［アクセス］○山陽自動車道玖珂ＩＣから車25分
○山陽自動車道熊毛ICから車25分

AREA

柳井市

サザンセト・ロングライドinやまぐちサザンセト・ロングライドinやまぐち
10/2¶

タイムレースではなく、制限時間内で多島美を誇る
瀬戸内海や山麓の美しい景観を楽しみながら走行
するサイクリングイベントです。

qアデリーホシパーク(柳井ウエルネスパーク)
4大会事務局(一社)ITADAKI
1082-961-4002
［アクセス］○柳井駅から車10分
○山陽自動車道玖珂ＩＣから車20分
○山陽自動車道熊毛ＩＣから車20分

AREA

柳井市

スマイル・ハロウィンパーティースマイル・ハロウィンパーティー
10/30¶�10:30～16:00

仮装パレード＆コンテスト、トリックオアトリートな
ど参加型ハロウィン企画やダンスや歌のステージ
のほか、市の魅力を発信する各種ブースの設置な
ど内容盛りだくさん！

qおのだサンパーク
4山陽小野田市役所シティセールス課
10836-82-1241
［アクセス］○小野田インターから車10分
○南中川駅から徒歩10分

AREA
山陽

小野田市

毛利博物館特別展「国宝」毛利博物館特別展「国宝」
10/29§~12/5¡

雪舟筆「四季山水図」や「古今和歌集（高野切本）」
をはじめとする国宝や重要文化財など、美術的にも
歴史的にも優れたことで知られる毛利秘蔵の宝物
を一堂に公開します。

q毛利博物館
4毛利博物館10835-22-0001
［アクセス］○JR山陽本線防府駅からバス約6分
→ 「毛利本邸入口」バス停から徒歩約6分
○山陽自動車道防府西・東ICから車約20分

AREA

防府市

第29回ＵＢＥビエンナーレ（現代日本彫刻展）第29回ＵＢＥビエンナーレ（現代日本彫刻展）
10/2¶~11/27¶

1961年から続く野外彫刻の国際コンクール「ＵＢ
Ｅビエンナーレ（現代日本彫刻展）」。第29回展で
は、49カ国299点の応募作品から選ばれた15点の
野外彫刻が展示されます。

qときわ公園 ＵＢＥビエンナーレ彫刻の丘
4宇部市観光スポーツ文化部文化振興課
10836-34-8562
［アクセス］○「ときわ公園」バス停から徒歩10分
○「ときわ湖水ホール入口」バス停から徒歩5分
○「ときわミュージアム」バス停から徒歩3分

AREA

宇部市

大星山サイクルフェスタinひらお大星山サイクルフェスタinひらお
10/8§�7:45～14:00

標高438m、 距離約8kmの大星山山頂を目指す特
設コースで行われるヒルクライムレース（JBCFシ
リーズ同時開催）や、町内飲食店をゆったり巡るサ
イクリングなど自転車イベントを一日にギュッと凝
縮して開催されます。
qヒルクライムレース（大星山特設コース）/
たべリングサイクル（町内一円）/キッズバイク体験
（大会会場）　4平生町観光協会事務局 
10820-56-5050　［アクセス］○山陽自動車道 
玖珂IC および 熊毛ICから車約30分

AREA

平生町
愛・ランドフェア愛・ランドフェア
11月上旬

産業祭と文化祭の合同イベントで地物特産品の販
売、文化作品展示、芸能祭などイベント盛りだくさ
ん。特に活き車えびの販売は人気で毎年早朝から
行列ができています。

q上関町総合文化センター・道の駅上関海峡
4上関町企画財政課  10820-62-0316
［アクセス］○ＪＲ柳井駅からバス約45分（上関行）
→道の駅上関海峡バス停下車から徒歩5分
○山陽自動車道熊毛・玖珂ICから車約50分

AREA

上関町

Waki Hachi MarcheWaki Hachi Marche
11/6¶

「～ママの“好き”を詰め込んだ～happy mamarche」
をテーマにヨガ教室や子育てセミナーの開催、お弁
当・ベーグル等の販売を行います。
※内容は変更になる場合があります

q蜂ヶ峯総合公園　Bee+エリア
4和木町地域おこし協力隊
10827-28-4666
［アクセス］〇JR山陽本線和木駅からバスで約10分
〇山陽自動車道岩国IC、大竹ICから車で約20分

AREA

和木町

萩時代まつり萩時代まつり
11月中旬予定

今でも江戸時代の古地図を使うことができる萩の町
で当時にタイムスリップしたような歴史絵巻が展開さ
れます。現在、「平安古備組」と「古萩町大名行列」合
わせて、総勢200名超の大名行列となっています。
q中央公園、萩城跡、市内各所ほか
4萩時代まつり実行委員会（萩市観光課内）
10838-25-3139
［アクセス］○JR山陽新幹線新山口駅からバス60分
○小郡萩道路 絵堂ICから車20分
（中国自動車道美祢東JCT経由）

AREA

萩市

山口天神祭山口天神祭
11/23£•

「山口の天神さま」とも呼ばれる古熊神社の伝統あ
るお祭り。参勤交代を再現した備立行列や菅原道
真の御分霊を祀る御網代車が練り歩く様は、江戸
時代の風情を今に伝える歴史絵巻のようです。

q古熊神社
4古熊神社　1083-922-0881
［アクセス］○ＪＲ山口駅から徒歩20分
○中国自動車道山口ＩＣから車20分

AREA

山口市

11/1™~2023  3/31∞
新鮮な魚介類と温州みかんがタッグを組んだ郷土
料理「周防大島みかん鍋」。ゆず胡椒ならぬみかん
胡椒で、ピリリと効いたアクセントがクセになるこ
と間違いなし！

q提供店舗はHPより確認
4（一社）周防大島観光協会　10820-72-2134
［アクセス］○山陽自動車道玖珂ＩＣから車25分
→ 大島大橋から車10～30分
○山陽本線大畠駅からバス約10～60分

AREA
周防
大島町

すごいぞ！防府　秋の大イベントすごいぞ！防府　秋の大イベント
11/19§･20¶

防府を代表する歴史的観光スポット「防府天満宮」
「周防国分寺」「旧毛利家本邸」「東大寺別院阿弥陀
寺」でアート、体験、マルシェ、食などの多彩なイベン
トを開催します。

q防府天満宮～周防国分寺～旧毛利家本邸
～東大寺別院阿弥陀寺ほか
4一般社団法人防府観光コンベンション協会
10835-25-2148

AREA

防府市

津和野城観光リフト 朝霧早朝運行津和野城観光リフト 朝霧早朝運行

周防大島みかん鍋周防大島みかん鍋

10/29§~11/27¶の土日祝のみ 7:00~16:30
毎年、秋から冬にかけて気候の条件がそろったとき
にのみ見ることができる朝霧の雲海に囲まれた津
和野城跡。朝霧の見ごろに合わせ観光リフトも早
朝運行を行います。

q津和野城跡観光リフト
4津和野町役場　商工観光課
10856-72-0652
［アクセス］○・JR津和野駅から徒歩約20分

AREA
島根県
津和野町

第30回地域伝統芸能全国大会
「地域伝統芸能による豊かなまちづくり大会やまぐち」
第30回地域伝統芸能全国大会
「地域伝統芸能による豊かなまちづくり大会やまぐち」

10/8§･9¶�12:00～17:00（9日は16:20終了予定）

全国の祭りが山口に集結！各地域
を代表する伝統芸能が一堂に会し
共演する全国規模のイベントです。
各会場では伝統芸能の公演のほか、
楽しいイベントが盛りだくさんです。
メイン会場のＫＤＤＩ維新ホールの
観覧には事前申込が必要です。

qメイン会場/KDDI維新ホール、
サブ会場/中央公園  
4第３０回地域伝統芸能全国大会
「地域伝統芸能による豊かなまちづ
くり大会やまぐち」実行委員会  
1083-933-2695　
https://www.matsuri-yamaguchi.jp/
［アクセス］メイン会場/JR新山口
駅北口より徒歩３分、サブ会場/JR
山口駅よりシャトルバス８分

AREA

山口市

最新のイベント情報はWEBサイト
「おいでませ山口へ」をごらんください。 西部

エリア

中部
エリア

東部
エリア

周防大島　トゥクトゥク周防大島　トゥクトゥク
通年�9:00~17:00

瀬戸内のハワイをイメージしてタイに特注したトゥ
クトゥクに乗って、アロハな島のさわやかな風を感
じてみませんか。運転免許は普通自動車（AT限定）
で運転することができます。

q（有）岡田モータース
4サザンセト交通オカダレンタカー　
10820-79-2121
［アクセス］○山陽自動車道玖珂ICから車で約30分
○山陽本線大畠駅からバスで約30分

AREA

周防大島

【スタート・ゴールポイント】
●北九州エリア：小倉駅3階総合観光案内所
●下関エリア：下関駅観光案内所、新下関駅、
　観光案内所
4ツアー事務局　
10120-248-579
（9：00～18：00）

名探偵コナン関門海峡 ミステリーツアー名探偵コナン関門海峡 ミステリーツアー
~2023 2/19¶

ツアーオリジナルストーリーでコナンた
ちが巻き込まれた事件を解決するた
め、下関市と北九州市に設けたチェッ
クポイントを巡り、謎解きを行いながら
周遊観光が楽しめるツアー。特別企画
として、ツアー参加者限定でＪＲ西日
本の移動生活ナビアプリ「ＷＥＳＴＥ
Ｒ」を利用した、デジタルスタンプラリ
ーも開催。

AREA

下関市

日本遺産フェスティバル in 関門日本遺産フェスティバル in 関門
10/29§�10:00~17:00･30¶�10:00~16:00

全国の日本遺産認定団体が関門地域に集結！
日本遺産PRブースを巡れば、全国各地の多様な
文化と魅力的なストーリーに出会えます。ぜひご
来場ください。
［プログラム］◎オープニング、日本遺産トークシ
ョー ◎日本遺産PRブース、日本遺産公開講座、
日本遺産分科会など

4下関市教育委員会教育部文化財保護課
1083-254-4697
［アクセス］○海峡メッセ下関：
下関ICから車15分、JR下関駅から徒歩7分

AREA

下関市

詳細は
こちら

また、お出かけの際には、最新の新型コロナウイルス感染状況や、各自治体の取り組みをご確認の上、感染対策を徹底していただきますようお願いいたします。新型コロナウイルス感染症などの影響に伴うイベントの中止または延期、施設の営業時間調整や休館など、内容が一部変更される可能性があります。 2524
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	P04-05特集＿体験out2.pdf
	P06-07特集＿温泉out2.pdf
	P08-09_下関市out2.pdf
	P10-11＿美祢市out2.pdf
	P12-13＿長門out2.pdf
	P14-15＿萩市out2.pdf
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