ＮＰＯ萩まちじゅう博物館

萩まちじゅう博物館情報
■開催中〜 11/17

にゃんとも猫だらけ：山口県立萩美術館・浦上記念館

■開催中〜 11/22

萩検定（初級）

■開催中〜 11/24

企画展「旦那様がやってきた〜益田から須佐へ 近世益田家の幕開け〜」：須佐歴史民俗資料館「みこと館」

■開催中〜 11/30

萩八景遊覧船運航

着物ウィーク in 萩：萩城下町周辺（総合案内所／旧久保田家住宅）

■10/1 〜 12/31

萩トラベルパス：市内各所

■10/1 〜 12/30

ぶらり

■10/5 〜 14

萩のあまだい WEEK：市内 10 カ所の店舗

萩・明倫学舎秋の音楽祭①二胡コンサート 11:00 〜 12:00

②旧音楽室でレコードコンサート 14:00 〜 15:00

■10/6

第 21 回手づくりそばの花まつり：弥富小学校／萩ジオアカデミー

大陸の巨大火山活動：長門峡自然休養村管理センター

萩・明倫学舎秋の音楽祭③ソレイユトリオコンサート
■10/7

萩・明倫学舎秋の音楽祭④田中ふみお♪kimono de Concert

■10/11 〜 13

萩・竹灯路物語

■10/11 〜 14

萩・田町萩焼まつり：田町商店街

■10/12

萩・明倫学舎秋の音楽祭⑤箏・十七弦・三弦コンサート in Autumn ストゥリングス
月光浴と竹灯路コンサート：児童館

■10/12 〜 13
■10/13

萩わんぱーく

たまがわ夢まつり・開業記念祭：道の駅ゆとりパークたまがわ

萩・魚まつり：卸売場、萩しーまーと

■10/19 〜 20

全国凧揚げ大会 in 見島：見島ふれあい交流センター、ダム公園

■10/20

特別な列車ウォッチングツアー（萩博物館特別展・企画展開催実行委員会）

■10/21

第 5 回秋のたたら祭り：世界遺産大板山たたら製鉄遺跡周辺

■10/26

ジオツアー 漁師のおかみさんたちに会いに行こう（萩ジオツーリズム協会）

■10/27

第 9 回萩図書館まつり・第 2 回ビブリオバトルチャンプ本山口県大会：萩図書館
萩ジオアカデミー 日本海の誕生：宇田郷公民館

■10/29

未来を切り拓くひとづくりセミナー：萩市民館大ホール

■10 月予定

恵美須ヶ鼻造船所跡発掘調査現地説明会：恵美須ヶ鼻造船所跡

■11/1 〜 17

第 2 回ものづくりを楽しもう〜図書館の本を参考にして〜：萩図書館

■11/3

かわかみふるさとまつり：川上公民館及びその周辺／むつみふるさとまつり：むつみ B&G 海洋センター前庭
2019 須佐地域ふるさとまつり：須佐総合事務所北側駐車場ほか／福栄ふるさとまつり：道の駅ハピネスふくえ周辺

■11/4

奇兵隊パレード：萩城下町ほか

■11/9 〜 10

萩ふるさとまつり：中央公園、萩市民館、田町商店街／ 萩ジオガイド養成講座：笠山他

■11/9 〜 2020.1/5
■11/10

萩時代まつり：中央公園、萩城跡ほか市内各所／地球を体感。モニタージオツアー：笠山／古本市：萩図書館

■11/16 〜 24
■11/17

萩・ひとに出会う旅：萩市内各所／なんえん茶会：渡辺蒿蔵旧宅

オリジナル和菓子をつくろう！：児童館

■11/30 〜 12/1
■随時

萩オープンガーデン：市内各所

おいでん祭：旭活性化センター周辺／明木地区農業文化祭：旭マルチメディアセンター／桂文枝独演会：萩市民館大ホール

■11/23 〜 24
■11/24

創建 300 年記念特別展「長州藩校 明倫館 −武士たちの学び舎−」：萩博物館

第 17 回全国藩校サミット萩大会：萩市民館大ホールほか

〜 おたからを

守り伝える

我らがパワー！！ 〜

春日保育園児による “太鼓演奏”
スタジオ・レイ

ＳＨＯＷＩＮ〜若き志士たち (short version)

お楽しみ
綿菓子

ポップコーン

お楽しみ抽選会

ヨーヨー釣り

スタンプラリー

Check!

班別活動発表内容等はホームページをチェック！
www.npomachihaku.com

■12/7 〜 8

第 27 回シクラメンフェア：ハピネスふくえ

■12/14

元気が出る！オーケストラコンサート：萩市民館大ホール

■12/15

萩検定（中級）：萩市総合福祉センター

■2020.1/18 〜 3/31

企画展「萩の夏みかん物語りⅡ」：萩博物館

同時開催！

ギャラリートーク

地球目線のまち歩き〜萩城下町／ GEOPARK ADVENTURE 笠山ジオガイドツアー・須佐ホルンフェルスジオガイドツアー・
特別展「長州藩校 明倫館 −武士たちの学び舎−」講演会「長州藩校明倫館について」
（仮）：萩博物館

2019

Special performance

萩博物館企画展

龍が通った道ジオガイドツアー（萩ジオパーク推進協議会）
■12/7

15 周年！

ふれあいの日

ぶらいんどぶっくまーけっと：萩図書館

■10/5

第１２号（令和元年１０月１０日）

共に歩む

堀内〜橋本川

■10/1 〜 10/14

広報紙

令和元年

10 月 19 日 ( 土 )

9 時 45 分 から 午後 4 時まで

「萩の鉄道物語り」
午後 2 時から

会場 ： 萩博物館

NPO 萩まちじゅう博物館

(0838)25-3177 www.npomachihaku.com
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萩ジオツーリズム協会の企画に参加してみませんか
2019 年 4 月、萩ジオツーリズム協会が発足しました。構成員は萩ジオパー

さんを招いて交流を行おう ! それが三見の活性化になるだろう !」という団体です。

協議会事務局とともに、ツアー企画を練り、萩ジオパーク公式ジオツアーと

平成 19 年より「サンサン三見のお宝体験」と名付けた交流活動を年 2 回続けてい

して、参加者募集をしています。

がぶれないよう、ターゲットを決めてプランニング、どうしたら伝わるか、

＜９月のジオツアー＞

ます。

夏 (6 月 ) の内容は、びわ畑でのびわのもぎ取り、「萩たまげなす」や玉葱の収穫

楽しめるかを議論し、プレツアーを重ねてブラッシュアップし、本番を迎え

などです。びわを木から直接もいでその場で食べる体験は、「初めて !」「とってもおいしい !」

ます。また、企画の催行に対し、お客様から体験料をいただくことを当然の
こととして経費を積み上げ、料金や最少催行人数を決めています。

といつも大好評です。

に会いに行こう〜この大地で生きる “心” に出会う〜」という企画。農家さん、

玉葱の苗の植え付けなどです。

冬 (12 月 ) は、餅つき、石臼でのきな粉づくり、竹炊飯などの「昔体験」やブロッコリーの収穫、

平成 30 年の萩ジオプランナー養成講座終了後から練ってきた「〇〇さん

漁師さん、職人さん ...。同じ場所でも違った景色を見ているはず。萩の人々は、
萩の大地とどう向き合って、どう暮らしているのでしょう。実際に会いに行っ

＜下見の様子＞

て、その “心” に触れてみようというものです。６月の「〇〇さん」は「萩焼作家さん」、９月は「果樹農家さん」
に会いに行きました。そして、10 月は「漁師のおかみさん」と続きます。

1500 万年前に起こった日本海の拡大。このときできた大地に生きる人々は大地と海にどう向き合い、どんな暮

夏冬どちらにも、三見自慢の三見橋 ( 愛称「めがね橋」) への史跡探訪や獲れたばかりの魚や野

菜を使った料理教室などが加わります。

三見外からの参加者数は、約 20 人〜 60 人とイベントによりまちまちです。内訳は、小さな子

どもに農業体験をさせたいという親子が 8 割、楽しいことにアンテナばっちりのご婦人方が 2 割

らしをしているのでしょうか。まち歩きやイカ飯調理といった体験と漁師のおかみさんとの対話から体感します。

です。萩市内からが主ですが、宇部市や山口市からの参加者もあります。

萩ジオパーク推進協議会（電話：0838-21-7765）で申込受付中。いつもの景色が地球目線で変わる体験をしてみ

て 20 人〜 30 人が集ります。

10 月 26 日（土）午前 10 時から正午までの 2 時間、須佐駅集合で、参加費 3,000 円です。10 月 18 日（金）まで
ませんか。

迎えるスタッフは、企画・準備は 10 人程度でするのですが、当日は、
「手伝って」と声を掛け合っ

「交流」は素晴らしくできています。「活性化」は図れていると信じたいところです。

ＮＰＯ萩まち博
■10/19（土）ふれあいの日
■12/18（水）年末交流会

最新情報

■12/27（金）一斉清掃、門松設置

ミュージアムショップ

《ダブル（夏みかん × バニラ）》も

新しくメニューに加わりました！

夏みかん
￥350

〜 一緒に活動してみませんか？ 〜

■11/18（月）29（金） 日帰り研修旅行（広島県呉方面）

新・夏みかんソフトクリーム

ダブル
￥350

「ふれあいの日」には、1,000 円お買い上げごと
に、萩博オリジナルグッズやハチミツ、長州サイ

【びわのもぎとり】

【「萩たまげなす」おおきい〜！】

ダーなどが当たるガラポン抽選をしていただけま
す。また、萩博物館夏期特別展の歴代缶バッチも
展示しています。どうぞお越しくださいませ！

昨年のガラポン抽選会

里の会

「三見のいいところを発掘して、自然や文化、海と山の恵を組み合わせて、お客

ク推進協議会が養成した萩ジオプランナーと萩ジオガイドで、全９名です。

萩ジオツーリズム協会の企画には、伝えたいこと、「串」があります。串

〜 活動団体編 〜

サンサン三見

一緒に萩ジオパーク構想の推進を ⑪

萩博物館夏期特別展
歴代缶バッチ

【玉葱の収穫】

【にぎやかに昼食】

