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山口県央連携都市圏域イベント情報

山口県央連携都市圏域となった山口市・宇部市・萩市・防府市・美祢市・山陽小野田市・津和野町の７市町。
産業、歴史、文化などそれぞれの個性と魅力を持つ各市町のイベントに出かけませんか。
あなたと７市町をつなぐ新しい出会いや発見の種が今月も盛りだくさんです。
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美祢市

あーと・ルーム
「雑誌でつくる
ちぎり絵
WORKSHOP」

12月8日（土）

山陽小野田市

第12回やまぐち少年少女
合唱祭 in 山陽小野田

12月23日（土・祝）

萩市

古地図でめぐる
萩まるごとクーポン
2018秋

12月31日（月）まで

津和野町

よさこい祭り
12月2日（日）

山口市

第25回クリスマス
ナイトフェスティバル

12月23日（日･祝）

防府市

冬の幸せますフェスタ
“光と音のページェント2018”

12月1日（土）～1月14日（月・祝）
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宇部市

クリスマス
フェスタ

12月23日（日･祝）
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会場／防府市地域交流センター
　　　（アスピラート1階市民スペース、
　　　2階展示ホール）
          防府市戎町1-1-28

防府

12月2日（日）まで

瀬戸内デザイン
グランプリ2018
入賞作品展

時間／9:00～17:00
山口県出身・在住の現役デザイナーによる山口県の小
中高を対象にしたポスターデザイン・プロジェクト「瀬
戸内デザイングランプリ」。3回目の開催となる今年の
テーマは「花」のポスターです。ユニークで楽しい子
どもたちのアイデアによるポスターの入賞作品をアス
ピラートで発表します。■料金：無料
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5151（アスピラート）
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃aspi-111/

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

12月2日（日）まで

毛利博物館特別展「国宝」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
雪舟筆「四季山水図」、「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
にも高く評価されている毛利家伝来の優品を一堂に展
示します。■入館料：大人1,000円、小中学生500円。
博物館・庭園共通：大人1,200円、小中学生600円※団
体料金（20人以上）はそれぞれの料金の10％引き
問い合わせ先／毛利博物館
☎0835-22-0001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃mouri-m/

会場／防府市青少年科学館（ソラール）
          防府市寿町6-41

防府

12月2日（日）まで

ソラール開館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～」

時間／9:30～17:00（入館は16:30まで）
無駄や無理のない“自然（ネイチャー）”に学んだ、暮らし
や環境に優しく快適なものづくり“技術（テクノロジー）”
を大公開します。身近な生物・植物とそれを参考にして
開発された技術を並べて展示し、自然のスゴイ！と技術
のスゴイ！ を実感していただけます。また、防府市内の
企業の注目すべきものづくり技術について紹介する
「防府のスゴイものづくり技術」展示もあります。■入
館料：高校生以上500円、小中学生200円、幼児無料
※割引等適用対象：団体（20人以上）、障がい者手帳を
お持ちの方とその介護者、防府市文化振興財団会員

問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール）
□HP  http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

12月16日（日）まで

特別企画展
「よそおいの明治維新
－学都山口における
女子教育と裁縫－」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
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開催中です。■料金：大人
100円※18歳以下および70歳以上、障がいがある方と同行
の介護者の方は無料■休館日：月曜(祝日の場合はその翌日)
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎・FAX083-924-7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃yrekimin/

会場／山口市小郡文化資料館
　　　「ふるさとの歴史の部屋」
          山口市小郡下郷609-3

山口

12月24日（月・振休）まで

企画展
「幕末動乱の光と影
～明治維新における小郡～」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
「ふるさとの歴史」展示室で開催中の企画展です。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しています。
■料金：無料■休館日：月曜（祝日の場合はその翌日）
問い合わせ先／山口市小郡文化資料館
☎083-973-7071
□HP  http://www.cmogori.ec-net.jp

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112
会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7
会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

12月28日（金）まで

十朋亭維新館
オープン記念！
山口市の幕末・明治維新を
学ぼう！クイズラリー

時間／9：00～17:00
①十朋亭維新館②山口市菜香亭③山口市歴史民
俗資料館の三館を巡って、山口市における幕末・明
治維新にちなんだクイズに答えるイベントを実施し
ます。参加者には、参加賞を配布するとともに、全

問い合わせ先／十朋亭維新館
☎083-902-1688
　jippotei@wind.ocn.ne.jp

会場／萩市内各所

萩

12月31日（月）まで

古地図でめぐる
萩まるごとクーポン
2018秋

江戸時代の町並みが今も残る町「萩」を、古地図をた
どりながらまち歩き！ 市内の飲食店やおみやげ店、観
光施設など、対象の施設に古地図付きガイドブックを
持っていくと、割引などの特典が受けられます。お得
に萩のまち歩きをお楽しみください。■ガイドブック：
300円■ガイドブック販売所：萩市観光協会ほか 
問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  http://www.hagishi.com/search/event/coupon/

会場／JR萩駅前ロータリー
          萩市椿3611

萩

1月4日（金）まで

2018萩イルミネフェスタ

時間／17:30～23:00
1925（大正14）年に建設された貴重な洋館駅で
国の登録有形文化財に指定されている「萩駅舎」
周辺で、イルミネーションの点灯が行われ、幻想的
な姿をつくり出します。■料金：無料
問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=900043

問正解者の中から抽選で、山口市のおいしいもの
をプレゼントします。■料金：各施設の入館料：①十
朋亭維新館：史跡十朋亭、杉私塾、萬代家主屋、本
館ガイダンスゾーンは観覧無料（本館展示室のみ
有料：高校生以上200円、小中学生100円）②山口
市菜香亭：高校生以上100円、小中学生50円③山
口市歴史民俗資料館：一般100円（18歳以下の
方、70歳以上の方、障がいがある方とその付き添
いの方は無料）■休館日：十朋亭維新館、山口市菜
香亭は火曜、山口市歴史民俗資料館は月曜（祝日
の場合は祝日でない翌日）■申し込み方法：クイズ
ラリーカードは各館に設置
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萩

1月31日（木）まで

萩まちじゅう
フォトコンテスト2018

作品募集

萩市内で撮影された、「美しい、美味しい、楽しい」新魅
力発見をテーマとした写真を募集します。自然景観、
人、物産（モノ）、行事（コト）など萩市の魅力を伝える写
真を募集します。■募集作品：デジタルカメラ、スマート
フォンなどで撮影された画像（カラー、モノクロいずれも
可、セピアや、合成・加工されたものは不可）①四つ切サ
イズで出力された作品（応募票を記入の上、裏面に貼り
付ける）②電子画像データ（JPEG形式で10MB以内、
データタイトルを応募票タイトルに合わせる）※①およ
び②の双方提出が必須。■賞:①グランプリ1点（賞状・
金10万円）②地域紹介賞10点程度（賞状・金3万円）※
入賞は、原則として一人１作品。■料金：無料■申し込み
方法：出力された作品（写真１点ごとに応募票を記入し
裏面貼付）は郵送または持参。電子画像データ（タイト
ルを応募票に揃える）は、専用メールアドレス
（photo2018@hagishi.com）へお申し込みください。
両方のご提出が完了すると、応募受付となります。
問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  http://www.hagishi.com/news/detail.php?a=
　2018100120054369

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

4月14日（日）まで

企画展Ⅱ「文士の肖像―
林忠彦写真展」

時間／9:00～17:00
周南市出身の写真家・林忠彦の生誕100年を記念
して、中原中也と同時代の文学者の写真を中心に
展示します。■入館料：一般320円、学生210円、
70歳以上・18歳以下無料■休館日：月曜（祝日の場
合はその翌日）、毎月最終火曜、年末年始
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／道の駅「ハピネスふくえ」
          萩市大字福井下4014-2

萩

12月1日（土）、2日（日）

第26回
シクラメンフェア

時間／9:00～14:00
福栄地域で育てられた、色とりどりのシクラメン
3,000鉢や地元で採れた新鮮野菜が販売されま
す。ほかにも福栄産のブドウで作ったワインの試飲
会もあります。■入場料：無料
問い合わせ先／道の駅「ハピネスふくえ」
☎0838-52-0356
問い合わせ先／福栄総合事務所産業振興部門
☎0838-52-0121
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/69/

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

12月1日（土）～9日（日）

12月10日は
「山羊の日」

時間／9:00～17:00
中原中也の第一詩集『山羊の歌』が刊行されたこと
を記念して、特別展示を開催。12月8日（土）、9日
（日）は来館者の皆様に「山羊を連れた中也くん」
ポストカードをプレゼント。■入館料：一般320円、
学生210円、70歳以上・18歳以下無料■休館日：
月曜 
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

津和野

山陽
小野田

山陽
小野田

会場／おのだサンパーク
          山陽小野田市中川6-4-1

12月1日（土）、2日（日）

きららガラス未来館
出張体験赤ちゃんの
足形プレート制作

時間／10:00～15:00
赤ちゃんの足に専用の絵の具を塗り、ガラス皿に足
を押し当てて、足形の記念プレートを制作します。
■料金：1,280円～1,380円■申し込み方法：電話
※作品のお渡しは郵送、または後日きららガラス未
来館での受け取りとなります。
問い合わせ先／きららガラス未来館
☎0836-88-0064
□HP  http://www.onodaglass.jp/

会場／江汐公園管理棟周辺
          山陽小野田市大字高畑字西山根401-1

12月1日（土）

第2回
“わくわく”竹あかり
in 江汐

時間／15:00～19:00
夜の江汐公園を竹とうろうで、ライトアップされた
自然を眺めながら散策してみませんか。■内容：
15:00～ステージイベント、15:30～竹の箸と器を
作ってぜんざいを食べよう！（先着100人。中学生
以上200円、小学生以下無料）、16:00～竹とうろ
うの絵付け（先着50人、持ち帰り可）、17:00～竹
とうろうともみじのライトアップ、ナイトウォーク（懐
中電灯・防寒具持参）■小雨決行、荒天の場合は中
止■申し込み方法：当日受付
問い合わせ先／江汐公園管理棟
☎0836-83-5378
□HP  http://www.ejio.jp/

会場／にちはら天文台
          島根県鹿足郡津和野町枕瀬806-1

12月1日（土）

クリスマスコンサート＆
キャンドルナイト

時間／キャンドルナイト
　　　17:00～22:00
　　　クリスマスコンサート
　　　19:00～21:00
にちはら天文台では、毎年クリスマスコンサート＆
キャンドルナイトを行っています。毎回楽しい演奏で
満席になる人気のコンサートですが、残念ながら
「みこさんず」の出演は今回が最後になりますの
で、ファンの方は必見です。また、1,000個のキャン
ドルを点灯するキャンドルナイトも同時に行います。
問い合わせ先／にちはら天文台
☎0856-74-1646
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会場／山口市内各所

山口

12月1日（土）～31日（月）

12月、
山口市は
クリスマス市に
なる。

12月、山口市はクリスマス市になります。1552（天
文21）年12月9日、大内義隆はフランシスコ・サビ
エルの布教活動を寛容に受け入れ、日本で初めて
の降誕祭（クリスマス）が山口で祝われたと伝えられ
ています。この歴史的史実をもとに「灯り」や「音
楽」、「食」、その他のイベントを市内各所で開催しま
す。歴史に抱かれた山口の街で、温故知新のメリー
クリスマス。各イベントの詳細はHPをご覧ください。
問い合わせ先／日本のクリスマスは山口から実行委員会
☎083-925-2300
□HP  http://www.xmas-city.jp/

会場／防府市中心市街地一帯

防府

12月1日（土）～1月14日（月・祝）

冬の幸せます
フェスタ
“光と音の
ページェント2018”

ルルサス防府および周辺がイルミネーションで「幻
想的な光の街」になって現れます。■観覧料：無料
問い合わせ先／光と音のページェント実行委員会
（防府商工会議所内）
☎0835-22-4352

会場／道の駅「潮彩市場防府」
          防府市新築地町2-3

防府

12月2日（日）

防府市農林水産業まつり

時間／8:00～16:00
防府市の農林水産業の生産者が勢揃いして行わ
れるイベントです。生産者の顔が見えるとれたて野
菜の新鮮朝市や、活魚販売、花の展示販売、地元
食材がいっぱいのミルク鍋、うどん、もちつき実
演、木工教室、もちまきなど■JA防府とくぢ本所
からシャトルバスを運行します。■会場近くに臨時
駐車場もあります。
問い合わせ先／JA防府とくぢ本所組合員課
☎0835-23-6511

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

12月2日（日）

おいでマルシェ

時間／9:00～15:00
毎月第1日曜日、活気あふれるファーマーズマー
ケット「おいでマルシェ」を開催しています。山口の
豊かな自然の中で愛情込めて育てた鮮度抜群の有
機野菜をはじめ、それぞれの季節の花や加工食品
などたくさんの産品を販売しています。山口の日々
頑張る生産者の皆さんが自ら販売し、一般のマー
ケットではなかなか出会えない新鮮な食材や商品
が並びます。生産者ならではの美味しい食べ方や
旬な食材を、気軽に楽しく教えていただけます。■
入場料：無料
問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055

津和野

会場／道の駅「シルクウェイにちはら」
          島根県鹿足郡津和野池村1997-4

12月2日（日）

よさこい祭り

時間／10:00～19:00
毎年恒例となった12月のイベント。島根、山口県内
から多くの団体が参加し、その年の踊り納めとして
います。各団体のパフォーマンスも見事ながら、イ
ベント終盤での全員参加の総踊りは圧巻です。
問い合わせ先／道の駅「シルクウェイにちはら」
☎0856-74-2045

会場／小俣八幡宮
          防府市大字台道1143

防府

12月2日（日）

笑い講

時間／11:00～
鎌倉時代に始まった祭で、その年の豊作を感謝し
翌年の豊穣を祈念するため農作物を奉納するとと
もに、3回の笑いを神様に献上するという全国的に
も珍しい神事です。■観覧料：無料
問い合わせ先／（一社）防府観光コンベンション協会
☎0835-25-2148

会場／秋芳館 鯉の館
　　　（秋芳洞商店街内）
          美祢市秋吉町秋吉3451-1

美祢

12月2日（日）

ツヅリ・ヅクリ
フリーライブin美祢

時間／13:00～
秋吉台にてアーティスト写真を撮影したことが縁と
なり昨年実現したフリーライブが、今年も秋芳洞商
店街にて開催決定です！ ライブ終了後、サイン会や
CDの販売会もあります。また、お二人と一緒に秋
芳洞と秋吉台を見学出来るジオガイドツアーも実
施します（入洞料は別途要）。ライブ料金は無料で
す。ピアノと透き通ったボーカル、パーカッションに
よるライブをお気軽にお楽しみください。■入場料：
無料■定員：40人
問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115
□HP  https://karusuto.com/event/
　tsuduridukuri-liveinmine2018/

会場／防府市公会堂
          防府市緑町1-9-1

防府

12月2日（日）

響け！ 防府ハーモニー
全国大会出場記念
コンサート

時間／14:00～16:25
今年度、吹奏楽で全国大会に出場した防府市内の
小中高等学校による合同コンサートです。■出演
校：中関小学校、松崎小学校、華陽中学校、桑山中
学校、防府西高等学校■入場料：無料（ただし、入
場整理券が必要）■入場整理券配布場所：防府市
役所1・4号館案内、文化・スポーツ課（防府市文化
郷土資料館3階）、防府市公会堂、アスピラート
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問い合わせ先／防府市文化・スポーツ課
☎0835-25-2551
　sports@city.hofu.yamaguchi.jp
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/41/

会場／防府市地域交流センター
　　　（アスピラート） 
　　　2階展示ホール
          防府市戎町1-1-28

防府

12月5日（水）～9日（日）

第49回
防府市民文化祭
第68回
防府市美術展

時間／9:00～17:00（5日のみ10:00～）
日本画・洋画・彫刻・工芸・書道・写真・デザインアー
ト・現代アートの各部門の作品展示■料金：無料
問い合わせ先／防府市文化協会
☎0835-26-6841

会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

12月7日（金）～2月3日（日）

企画展
「淡きこと水の如し
～山頭火の愛した水～」

時間／10:00～18:00
豊かな水の流れる防府で生まれ育った山頭火には、水
に関する句や文章が数多く残されています。それらの資
料から、水に特別な思いを持ち、水のような人生を願っ
ていた山頭火の生き方をお伝えします。■入館料:大人
300円（200円）、小・中・高校生150円（100円）※（ ）
内は20人以上の団体料金※未就学児は無料※障害者
手帳等をお持ちの方は手帳の提示により無料（介護人
1人までを含む）■休館日：火曜※12月26日（水）～31
日（月）休館、平成31年1月1日（火）は臨時開館
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-28-3107（山頭火ふるさと館）
□HP  http://hofu-santoka.jp/

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

12月8日（土）～3月3日（日）

新収蔵庫完成
記念企画展
「萩博
美のイッピン！
（第2期）」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
開館14年目を迎えた萩博物館は多くの方々から寄
贈・寄託いただいた膨大な資料を収めるため、この
たび新収蔵庫を建設しました。これを記念し、収蔵
されてきた資料の中から「美」をテーマとして、
様々なイッピンを紹介します。4月に開催した展示
の第2弾です。■入館料：大人510円、高校・大学生
310円、小・中学生100円　※割引等適用対象：団
体（20人以上）、障がい者手帳等をお持ちの方■
休館日：1月23日（水）～25日（金）
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htm

会場／江原多目的集合場
          美祢市秋芳町別府

美祢

12月8日（土）

カエルとヘビの
おまつり?!
溶ける大地に暮らす人々
「江原」見学徒歩ツアー

時間／9:20～14:00
不思議な集落「江原」をMine秋吉台ジオパーク認
定ジオガイドが分かりやすく解説します。尚、昼食と
プチお土産がセットになっております。■料金：
2,500円（大人・小人共通、昼食お土産付き）■定
員：20人（最少催行人員：10人）■申し込み方法：電
話またはFAX■申し込み期限：12月2日（日）
問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
□HP  https://karusuto.com/jitabi/カエルとヘビのおまつり
　%ef%bc%81%ef%bc%9f-溶ける大地に暮らす/

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

12月8日（土）

オーガニックフェアうべ

時間／9:30～16:00
有機農業に関する講演会・DVD上映、農産物・物品
販売、健康相談・体験コーナー、ワークショップ（し
め縄づくり・竹細工）、クイズラリー、パネル展示（各
種団体の活動紹介）■料金：しめ縄作り（ノーマル
300円、デラックス500円）、竹細工1,000円
問い合わせ先／宇部市農林振興課
☎0836-67-2819

会場／宇部駅前集合
          宇部市西宇部南4-4-18

宇部

12月8日（土）

てくてくまち歩き
冬の際波・
鉄（道）路と
（用）水路は招く

時間／9:50～12:00
船木鉄道跡、御撫育用水路などを巡ります（約
4km）■持参品：タオル、飲み物など■料金：無料■
定員：先着40人■申し込み方法：電話またはFAX■
申し込み期限：12月7日（金）
問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8353　FAX0836-22-6083

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

12月8日（土）～1月27日（日）

毛利博物館企画展
「正月飾り」

時間／9:00～17:00（入館は16：30まで）
毛利家伝来の「正月飾り」ほか、正月にちなんで、
福を招く吉祥の意匠が描かれた絵画や工芸品な
ど、毛利家伝来のめでたい品々を展示します。■入
館料：大人700円、小中学生350円。博物館・庭園
共通：大人1,000円、小中学生500円※団体料金
（20人以上）はそれぞれの料金の10％引き■休館
日：12月22日（土）～31日（月）

問い合わせ先／毛利博物館
☎0835-22-0001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃mouri-m/

よわら
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会場／萩・明倫学舎 本館復元教室
          萩市大字江向602

萩

12月8日（土）、22日（土）、
1月12日（土）、26日（土）

萩・明倫学舎
「萩藩校明倫館
論語塾」

時間／13:00～13:30
萩・明倫学舎で、新たに「萩藩校明倫館論語塾」を毎月
第2・4土曜日に始めます。この論語塾は、藩校明倫館で
使用していた教本を活用して行います。■入場料：無料
問い合わせ先／萩・明倫学舎
☎0838-21-0304

会場／秋吉台国際芸術村研修室2
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

12月8日（土）

あーと・ルーム
「雑誌でつくる
ちぎり絵
WORKSHOP」

時間／13:00～16:00
色やパターンであふれている雑誌からちぎって、
貼って、まるでコラージュのようなちぎり絵を楽しも
う。■料金：無料■定員：15人■申し込み方法：電話・
メール・ＨＰのいずれか■応募要件：高校生以上
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村事業企画課
☎0837-63-0020
　info@aiav.jp
□HP  http://aiav.jp/event/6009.html

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

12月8日（土）

企画展Ⅱ「文士の肖像
―林忠彦写真展」
ゲスト・トーク～写真篇～

時間／14:00～14:30
周南市出身の写真家・林忠彦の生誕100年を記念
して、中原中也と同時代の文学者の写真を中心に
展示します。周南市美術博物館学芸員課長の松本
氏に解説していただきます。■入館料：一般320
円、学生210円、70歳以上・18歳以下無料
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／萩・明倫学舎　本館復元教室
          萩市大字江向602

萩

12月8日（土）、22日（土）、
１月12日（土）、26日（土）

萩・明倫学舎
「松陰先生の
朗唱教室」

時間／14:30～15:00
「松陰先生の朗唱教室」は、明倫小学校で毎朝行わ
れている朗唱教育を、来館者の皆様と一緒に再現す
るイベントです。NPO萩明倫学舎の朗唱班が開催
し、毎月第2・4土曜日に開催中です。ぜひお気軽にご
参加ください！ テキストは萩・明倫学舎のお土産ショッ
プでも販売中の萩ものがたり「松陰先生のことば－い
まに伝わる志－」を使用しています。■入場料：無料
問い合わせ先／萩・明倫学舎
☎0838-21-0304
□HP  http://hagimeirin.jp/roushou-class-saturday/

会場／JR須佐駅前
          萩市須佐水海429-9

萩

12月8日（土）～1月3日（木）

ふれあいステーション
須佐イルミネーション

時間／17:30～21:00
須佐駅で毎年恒例のイルミネーション。点灯式は
12月8日（土）17:30より開催します。サンタのプレ
ゼントやあったか汁・フライドチキンなどの屋台もあ
ります。■入場料：無料
問い合わせ先／ふれあいステーション須佐
☎08387-6-3380

会場／秋吉台国際芸術村
　　　カフェ、ギャラリー
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

12月9日（日）

あーと・ルーム
「ポストカード島第5弾」

時間／12:00～16:00
墨・絵の具・パステルなど、6つの島でいろいろ見
て、さわって、オリジナルのポストカードを描いてみ
よう（未就学児は保護者同伴）。■料金：無料

問い合わせ先／秋吉台国際芸術村事業企画課
☎0837-63-0020
□HP  http://aiav.jp/event/6033.html

会場／体験民宿ほっとビレッジ美東
          美祢市美東町赤3043-1

美祢

12月9日（日）

秋吉台エコツアー
秋吉台山焼き
火道切り

時間／9:00～13:30
■早春の風物詩“秋吉台山焼き”。山焼き時に隣接
する山林の延焼を防ぐ防火帯を作ります■参加料：
1,500円 ■定員：20人（最少催行人数10人）■申
し込み方法：電話またはＨＰにて申し込み■申し込
み期限：12月4日（火）
問い合わせ先／秋吉台地域エコツーリズム協会
☎0837-63-0055
　mine-geo@city.mine.lg.jp
□HP  http://www.akiyoshidai-ecotour.org/home
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宇部

12月16日（日）

てくてくまち歩き
古地図を片手に
まちを歩こう

会場／防府市地域交流センター
　　　（アスピラート1階市民スペース）
          防府市戎町1-1-28

防府

12月15日（土）

アスピラートで
クリスマス2018・
第18回防府音楽祭
プレイベント　
灯りの下でコンサート

時間／16:00～
毎年恒例のクリスマスコンサート！ 今年は東京都交
響楽団首席チェロ奏者の、田中雅弘氏をゲストに迎
えます。アスピラートのイルミネーションの下で素
敵なクリスマスのひとときを！ ■料金：無料
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5151（アスピラート）
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃aspi-111/

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

12月16日（日）

そば打ち体験

時間／9:30～13:00
年越しそば作りに挑戦！ ■持参品：エプロン、三角
巾、マスク、持ち帰り用容器■料金：2,000円 
■定員：先着12人■申し込み方法：電話・FAX・メー
ルのいずれか■申し込み期限：12月10日（月）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@gmail.com

会場／防府市立防府図書館お話のへや
          防府市栄町1-5-1 ルルサス防府3階

防府

12月15日（土）

クリスマスおはなし会

時間／14:30～15:30（予定）
防府図書館でクリスマスおはなし会を行います。絵本の読
みきかせ、手遊び、パネルシアターで楽しい時間を過ごし
ませんか。クリスマス飾りを作る簡単な工作もあります。幼
児から小学校低学年の児童が対象です。■※未就学児に
は保護者の同伴が必要です。■※工作の用意はお子さま
のみになります。■料金：無料■定員：先着20人程度
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-22-0780（防府図書館）
　info@library.hofu.yamaguchi.jp（防府図書館）
□HP  http://www.library.hofu.yamaguchi.jp

会場／山口情報芸術センター
　　　 ［YCAM］ホワイエ、スタジオB
          山口市中園町7-7

山口

12月15日（土）～3月3日（日）

マーク・テ＋YCAM
共同企画展
「呼吸する地図たち」

時間／10:00～20:00

会場／萩市民館
          萩市大字江向495-4

萩

12月15日（土）

高橋尚子さんトークショー

時間／13:30～15:00
シドニー五輪女子マラソン金メダリストの高橋尚子さん
を迎えて「走り続ける中で」という演題で開催します。■
入場料：一般1,000円、高校生以下無料■申し込み方法
（萩市外在住の方）：電話■チケット販売所：萩市民館ほか
問い合わせ先／萩市教育委員会文化・生涯学習課
☎0838-25-3590
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/18/h23422.html

会場／青木周弼旧宅
          萩市南古萩町3

萩

12月15日（土）～1月14日（月・祝）

押花絵展「花遊」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
萩の風景をイメージした押し花絵展です。先着
100人に「しおり」をプレゼントします。萩市文化財
施設1日券（9施設共通・310円）が使えます。■料
金：100円、小学生未満は無料
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139

会場／ルルサス防府2階多目的ホール
          防府市栄町1-5-1

防府

12月15日（土）

第9回お笑い講
世界選手権大会

時間／13:00～
12月の第1日曜日に執り行われる、防府市大道小俣地区
の伝統行事である「笑い講」を広く一般に、また世界に向
けて発信しようと行われているのが、この「お笑い講世界
選手権大会」です。3人1チームで、2チームが向かい合っ
て笑いの対戦をします。1人目は「感謝の笑い対戦」、2人
目は「祈りの笑い対戦」、3人目は「再出発の笑い対戦」を
行います。「品格」「迫力」「会場を幸せにする笑い」を評価
項目として審査員がジャッジします。当日は、世界中の笑い
が防府市に集まる素敵な1日になります。■観覧料：無料
問い合わせ先／世界お笑い協会【（一社）防府観光コンベンション協会内】
☎0835-25-2148
□HP  https://www.hofu-kan.or.jp

はな ゆう

会場／山陽オートレース場
          山陽小野田市大字埴生700番地
　　　 （JR埴生駅徒歩2分）

12月12日（水）～16日（日）

山陽オート 
九州スポーツ杯 
ＧⅠスピード王決定戦

時間／9:50～17:00
全国のランキング上位の選手が多数参戦。熱い戦い
にご期待ください。期間中は、各種イベントを予定し
ています。みなさんのご来場をお待ちしています。■
イベント内容：出場選手によるお出迎え、新鮮な野菜
や果物が並ぶ！ 山陽オート土曜市、初心者向け情報
コーナー、選手ありがとうブースなど■入場料：無料
問い合わせ先／山陽オートレース場
☎0836-76-1115
□HP  http://www.sanyoauto.jp/

山陽
小野田

マレーシアを拠点に活躍する演出
家のマーク・テを共同キュレーター
に迎え開催する展覧会です。国際交
流 基 金 ア ジ ア セ ン タ ー の
Condition Reportの一環として、
共同主催のもと開催します。この展
覧会では、明治維新の勃興から
150年の節目を迎える山口の歴史・
文化を起点に、東南アジアと日本の
アーティストたちがそれぞれの土地
を「歩く」ことにより獲得してきた個
人的体験や視点を現代日本の都市
や地域社会に逆照射することで新たな「地図」を描き出します。展示で
は、アーティスト自身の言葉によって語られるレクチャー・パフォーマンス
を軸にしながら、作品展示や関連ツアーなども開催予定です。■料金：無
料■休館日：火曜、12月29日（土）～1月3日（木）■定員：50席（展示はの
ぞく）■申し込み方法：申し込みフォーム（bm.form.ycam.jp）または
YCAM1階チケットインフォメーションにて直接お申し込み（展示はのぞ
く）■申し込み期限：定員になりしだい

問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222　FAX083-901-2216
　information@ycam.jp
□HP  https://www.ycam.jp/events/2018/the-breathing-of-maps/

デザイン：尾中俊介［Calamari lnc.］



2 0 1 8 . 1 2 _ D e c .

0 7

会場／防府市青少年科学館（ソラール）
          防府市寿町6-41

防府

12月22日（土）～24日（月・振休）

ソラールのクリスマス2018

時間／9:30～17:00（入館は16：30まで）
クリスマスにちなんだ、工作、アニメビデオの上映、
防府市少年少女発明クラブおよびサイエンスFUN
クラブによる作品の展示など、親子で楽しめるイベ
ントが盛りだくさんの3日間です。工作には別途材
料費の必要なものと、無料の随時工作があります。
随時工作は1日2種類で3日間で計6種類用意して
います。■入館料：高校生以上300円、小中学生
200円、幼児無料※割引等適用対象：団体（20人以
上）、障がい者手帳をお持ちの方とその介護者、防
府市文化振興財団会員■休館日：会期中なし■定
員：有料工作は各回20人（1日4回）、無料工作は定
員なし。■チケット販売所：有料工作は館内で販売
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール）
□HP  http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp

会場／ときわ動物園　体験学習館モンスタ
          宇部市則貞3-4-1

宇部

12月22日（土）～1月27日（日）

干支展
～イノシシからブタへ
ブッシシ～

時間／9:30～17:00
2019年の干支、イノシシにちなんでパネル展や標
本などを紹介します。■料金：無料■休館日：1月1
日（火・祝）を除く火曜と12月31日（月）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

12月19日（水）

ハーブ公開講座
「世界で一つの
クリスマスリースと
ミニツリーを
作りましょう！」

時間／①10:00～12:00
　　　②13:30～15:30
■持参品：筆記用具■料金：1,000円■定員：各先
着10人■申し込み方法：電話またはFAX■申し込
み期間：12月3日（月）～14日（金）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎0836-37-2888　FAX:0836-37-2889

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

12月20日（木）

ハーブを楽しむ会
「クリスマスを楽しもう」

時間／13:00～15:00
ハーブの入ったハンドクリームとレモングラスリースを
作ります。■持参品：エプロン、三角巾、筆記用具■料金：
1,600円■定員：先着20人■申し込み方法：電話・FAX・
メールのいずれか■申し込み期限：12月17日（月）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111　FAX:0836-64-2800
　actvillageono@gmail.com 

山陽
小野田

会場／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

12月16日（日）

第九「歓喜の歌」で
HAPPY END

時間／14:00～
一般公募の合唱団員、市民オーケストラ協力の管弦楽
団、指揮者、ソリストによる豪華競演！ 名曲ぞろいの第
1部に続き、客席も一体化する感動の第2部。今年も
ハッピーエンドで締めくくりましょう。■料金：前売り一
般1,500円、高校生以下500円（当日各200円高）※
託児あり（1歳以上500円、要予約）■チケット販売所：
宇部市文化会館、宇部市文化・スポーツ振興課など
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355
　 info@ube-bunzai.jp

会場／厚狭地区複合施設
          山陽小野田市大字鴨庄94

12月16日（日）

クリスマスコンサート

時間／16:00～17:00
■出演：ゴスペル・クワイヤ・エンジェリック・シャウト！
■入場料：無料■定員：先着80人
問い合わせ先／山陽小野田市厚狭図書館
☎0836-72-0323
□HP  http://library.ciy.sanyo-onoda.lg.jp

会場／市内公認防府読売マラソンコース　
　　　防府市陸上競技場スタート・ゴール
          防府市浜方94-2（防府市陸上競技場）

防府

12月16日（日）

第49回防府読売マラソン大会
（兼）第19回日本視覚障がい
女子マラソン選手権大会

時間／12:02～16:02
「新人の登竜門」として多くの名選手を生んだ本大会も
今年で49回目となります。応援よろしくお願いします。
問い合わせ先／防府市文化・スポーツ課
☎0835-25-2274
　sports@city.hofu.yamaguchi.jp
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/41/

会場／山口市小郡文化資料館ギャラリー
          山口市小郡下郷609-3

山口

12月16日（日）

歴史講演会

時間／13:30～15:00
明治維新150年に関連した講演会をおごおり文化
協会との共催で開催します。演題は、「幕末長州藩
領の医師ー藩医・陪臣医・寺医・地下医ー」です。講
師は、山口県文書館専門研究員　山崎一郎氏で
す。■料金：無料■定員：先着70人■申し込み方法：
電話または来館■申し込み期限：12月9日（日）
問い合わせ先／山口市小郡文化資料館
☎083-973-7071
□HP  http://www.cmogori.ec-net.jp

山陽
小野田

会場／高千帆公民館集合
          山陽小野田市日の出11-11

12月16日（日）

婚活イベント
～貸切バスで
山陽小野田市の
スイーツ店巡りと
花の海散策～

時間／10:00～19:00
貸切バスで山陽小野田市のスイーツ店を巡りなが
ら、素敵な出会いを探しませんか。花の海（埴生）も
散策します。■対象：20～45歳の独身男女※住所は
問いません。■参加料：4,500円（当日徴収）■定員：
男女各20人※応募多数の場合は抽選とし、結果は
直接本人に連絡します。■申し込み方法：（一社）や
まぐち定住促進県民活動ネットワーク（らくよりドット
コム）のHP■申し込み期限：12月9日（日）
問い合わせ先／山陽小野田市企画政策課
☎0836-82-1130
□HP  http://rakuyori.com

会場／琴崎八幡宮バス停集合
          宇部市上宇部大小路571
時間／9:50～12:00
神仏に護られていた宇部発祥の地を歩きます（東
コース約4km）■持参品：タオル、飲み物など■料
金：無料■定員：先着40人■申し込み方法：電話ま
たはFAX■申し込み期限：12月14日（金）
問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8353　FAX0836-22-6083
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会場／萩市民館大ホール
          萩市大字江向495-4

萩

12月23日（日･祝）

維新劇・創作ミュージカル
「SHOWIN～若き志士たち～」

時間／14：00～、18：00～
吉田松陰先生の生涯と、彼の遺した現
代に活かすべきメッセージをミュージカ
ルとして観客に伝える萩発オリジナル
維新劇。1998（平成10）年の初演か
ら、2016（平成28）年のプレ150年記
念公演まで、約8,200人の観客を動員。
明治維新150年の今年、初演から20年
を迎えます。次世代を担うこどもたちや
若者が文化芸術に親しみ、将来の地域
文化を支える人材の育成を行うことも目的で、毎回一般公募、ワーク
ショップを経て本番に臨む、全国でも例を見ない地域発信型ロング
ランミュージカル。■料金:前売一般：2,000円　前売高校生以下：
1,000円　当日券各500円増■定員:889人■申し込み方法:販売
窓口・ＨＰ■チケット販売所:萩市民館、萩・明倫学舎、萩市立児童館、
アトラス萩、サンリブ萩、萩楽器店、山口井筒屋、Studio Ray
問い合わせ先／維新劇・創作ミュージカル「SHOWIN～若き志士たち」
2018実行委員会（萩市観光課内）
☎0838-25-3139

会場／阿東地域交流センター地福分館
          山口市阿東地福上1697

山口

12月23日（日･祝）

第25回クリスマス
ナイトフェスティバル

時間／14:00～19:50
約28ｍと20ｍのモミの木に約5万個の電球が飾られた巨大ツリーの前
で、ステージなど手作りのイベントや、各種バザー、お楽しみ抽選会もあり
ます。17:00にはツリーの点灯式を行います。ツリーの点灯期間は、12月
23日（日・祝）から1月6日（日）、1月12日（土）から14日（月・祝）までです。
問い合わせ先／阿東地域交流センター地福分館
☎083-952-0379
□HP  https://www.facebook.com/クリスマスナイト
フェスティバル実行委員会-226063737574865/

会場／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

12月23日（日･祝）

古都吹会 和楽器コンサート
～竹と桐と心音～

時間／13:00～
クリスマスメドレー、風三章、追憶などの演奏。また
12:30から開演までの間、箏や尺八に触れること
ができるコーナーも設置しています。■料金：無料
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355
　info@ube-bunzai.jp

宇部

12月23日（日･祝）、24日（月･振休）

ウサギとモルモットに
松ぼっくりツリーをあげようSHOWINミュージカルを観て

マルシェを楽しもう!!　萩の産
んだ偉人吉田松陰先生と
ミュージカルのコラボのよう
に、異彩を放つ組み合わせが
魅力のSHOWINマルシェ。
SHOWINリゾットや幸福（しあ
わせ）プリン、晋作ピザ、文の
そば粉クレープなど、ここでし
か味わえないアラカルトをお
試しあれ！ ■料金：入場無料
問い合わせ先／ヨシダキカク
☎080-1638-4450

会場／ときわ動物園　アルパカ展示場前
          宇部市則貞3-4-1

宇部

12月23日（日･祝）、24日（月･振休）

アルパカのエサやり体験

時間／①11:15～11:45、
　　　②14:45～15:15
ガチャガチャで当たりがでると、オリジナル缶バッジ
やステッカーなどをプレゼントします。■料金：1回
100円（入園料は別途必要）■定員：各先着25人
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

12月23日（日･祝）

ミニクリスマスツリー
を作ろう！

時間／①11:00～12:00
　　　②13:30～14:30
■持参品：花用はさみ（可能な人）■料金：1,000円
■定員：先着各20人■申し込み方法：電話または
FAX■申し込み期間：12月3日（月）～ 17日（月）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎0836-37-2888　FAX0836-37-2889

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

12月22日（土）

クリスマスケーキを作ろう

時間／10:00～13:00
■対象：親子■持参品：エプロン、三角巾、マスク■料金：1
ホール2,300円■定員：先着15グループ■申し込み方法：電
話・FAX・メールのいずれか■申し込み期限：12月14日（金）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111　FAX:0836-64-2800
　actvillageono@gmail.com

会場／きらら交流館
          山陽小野田市焼野海岸

12月22日（土）

クリスマスパーティー料理教室

時間／10:00～12:00
西洋料理専門調理師の湯城明彦さんを講師に迎え、クリ
スマスパーティーに並ぶ料理を作ります。■料金：2,500
円（材料費含む）■定員：先着12人■申し込み方法：電話
問い合わせ先／きらら交流館
☎0836-88-0200
□HP  http://www.kirara-k.jp

山陽
小野田

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／萩市民館ロビー周辺
          萩市大字江向495-4
時間／11:00～18:00

ニンジンやリンゴを松ぼっくりツリーに飾って、ふれあい動物にプレ
ゼントします。■料金：無料（入園料は別途必要）■定員：各先着10組

萩

12月23日（日･祝）

SHOWINマルシェ

会場／不二輸送機ホール大ホール
          山陽小野田市大字郡1754
　　　 （JR厚狭駅新幹線口前）

12月23日（日・祝）

第12回やまぐち少年少女
合唱祭 in 山陽小野田

時間／開演14：00（予定）
2007（平成19）年度から毎年開催している合唱の祭典「やまぐち
少年少女合唱祭 in 山陽小野田」を今年も行います。子どもたちの美
しい歌声が重なり合い、素晴らしいハーモニーが生まれます。市内
外の様々な団体が参加し、最後には全団体での全体合唱を披露しま
す。ぜひお越しください。■入場券：一般500円、高校生以下無料
問い合わせ先／不二輸送機ホール（文化会館）
☎0836-71-1000
□HP  http:www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/bunka-kaikan/

山陽
小野田

会場／山陽オートレース場
          山陽小野田市大字埴生700番地
　　　 （JR埴生駅徒歩2分）

12月23日（日・祝）～26日（水）

山陽オート本場開催

時間／10：00～17：00
オートレースにおいて、一般的な普通開催を4日間
に渡って実施します。■入場料：無料
問い合わせ先／山陽オートレース場
☎0836-76-1115
□HP  http://www.sanyoauto.jp/

山陽
小野田

会場／ときわ動物園　動物ふれあい広場
          宇部市則貞3-4-1
時間／14:00～15:00
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会場／道の駅「あいお」
          山口市秋穂東1520-4

山口

12月28日（金）

あいお道の駅まつり

時間／9:00～12:00
年末の恒例行事となりました道の駅「あいお」の年に
一度のお祭りです。農水産物などの特産品、正月用
品の展示即売が賑やかに行われます。毎年大好評の
もちつき実演販売、ぜんざい無料サービス（先着
300人）や、食堂でのお食事が10％OFFなど、盛り
だくさんの道の駅「あいお」に是非お越しください!!
問い合わせ先／県央商工会秋穂支部
☎083-984-2738

会場／道の駅「ゆとりパークたまがわ」
          萩市大字下田万2849-1

萩

12月29日（土）～31日（月）

田万川　暮の市

時間／8:30～18:00
地元原山台の白菜・大根・かぶ・キャベツなど豊富な
新鮮地元野菜や注連縄飾りが店頭を賑やかせま
す。 活魚も地元江崎港の活魚・さざえ・ナマコなどが
並びます。※全国発送も承ります。
問い合わせ先／道の駅「ゆとりパークたまがわ」
☎08387-2-1150

会場／JR須佐駅前
          萩市須佐水海429-9

萩

12月28日（金）

須佐特産 暮の市

時間／9:00～10：00（商品がなくなり次第終了）
お正月飾りやおもち、野菜、花、鮮魚、魚の干し物、
弥富こんにゃくなど、年末年始に必要な商品を販売
します。■料金：入場無料
問い合わせ先／須佐総合事務所産業振興部門
☎08387-6-2219

会場／道の駅「萩しーまーと」
          萩市椿東4160-61

萩

12月27日（木）～31日（月）

萩・年末お魚市

毎年恒例の“萩・年末お魚市”。真鯛やブリ・アワビ・フグな
ど年末年始用の生鮮魚介類の特売や、蒲鉾・田作りや地
物野菜等おせち料理用素材の特売など。地元の方はも
とより、遠方からもたくさんのお客様が来館されます。

会場／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

12月25日（火）～27日（木）

スタインウェイを弾こう！

時間／【どなたでもおいでませ編】
　　　25日（火）12:00～17:00
　　　26日（水）10:00～17:00
　　　【冬休み！ 大学生以下限定編】
　　　27日（木）10:00～17:00
ピアノの最高峰であるスタインウェイをステージで自由
に演奏できます。【どなたでもおいでませ編】料金：30
分1,000円（1人1時間まで）【冬休み！ 大学生以下限定
編】対象：大学生以下（小学3年生未満は保護者同伴）、
料金：30分500円（1人1時間まで）■定員：各時間先着
順■申し込み期間：12月11日（火）～各開催日まで
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-31-7373
　info@ube-bunzai.jp

会場／川上農林産物直売所
          萩市川上4892-1

萩

12月26日（水）、27日（木）

川上農林産物直売所　
歳末大売出し

時間／9:00～17:00
毎年恒例の歳末大売り出し。農林産物の特売やお
正月飾りなどの販売など。■料金：入場無料
問い合わせ先／川上農林産物直売所
☎0838-54-2755

美祢

12月24日（月･振休）

平成30年度
美祢市民大学講座

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

12月24日（月･振休）

しめ縄作り

時間／10:00～12:00
■料金：1,000円■定員：先着20人■申し込み期
限：12月16日（日）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111　FAX:0836-64-2800　
　actvillageono@gmail.com

会場／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

12月24日（月･振休）

μ’sic NAVIGATION！
2nd！

時間／13:30～
ラブライブ！ 限定のコスプレダンスイベント。全国の
ネット業界で有名なコスプレイヤー達が集結します! 
■料金：2,000円■チケット販売所：チケットぴあ
問い合わせ先／μ’sic NAVIGATION！実行委員会
　startdash09wr@gmail.com

ミュージック                        ナビゲーション

会場／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1

宇部

12月23日（日･祝）

クリスマスフェスタ

時間／16:00～
■ステージイベント▽クリス
マススペシャルライブ▽ゴス
ペルライブ▽イルミネーショ
ンコンテスト表彰式ほか■ク
リスマスプレゼント抽選会
19:15～、ANA・JAL山口
宇部空港⇔東京（羽田）線往
復航空券、スターフライヤー
北九州⇔沖縄（那覇）線往復
航空券、COCOLAND朝食
付きペア宿泊券などが当た
る！　▽抽選券配布15:00～、観覧車前本部テントで先着1,000人
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

2018（平成30）年度の美祢市
民大学講座は、内村航平選手の
母であり、体操クラブ指導者の
内村周子氏を講師にお迎えし開
催します。「夢を追い続けて～諦
めない! ポジティブに！ いつも元
気なその秘訣～」というテーマ
で、ご講演いただきます。■料
金：500円、高校生以下無料■
チケット販売所：美祢市役所、美
祢市民会館、美祢市内各公民館、その他市内公共施設ほか

問い合わせ先／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　FAX0837-52-2562
　shosupo@city.mine.lg.jp

会場／ときわ動物園 各動物展示場前
          宇部市則貞3-4-1

宇部

12月23日（日･祝）、24日（月･振休）

動物たちに
クリスマスのプレゼント

クリスマスにちなんで、飼育員が動物たちに特別なエサ
をプレゼントします。また、先着20人にオリジナルポスト
カードをプレゼント！ ■料金：無料（入園料は別途必要）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

時間／各動物により異なる

問い合わせ先／道の駅「萩しーまーと」
☎0838-24-4937
□HP  http://hagishi.com/search/detail.php?d=900040

会場／美祢市民会館　大ホール
          美祢市大嶺町東分326-1
時間／14:00～15:30
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会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

1月6日（日）

おいでマルシェ

時間／9:00～15:00
毎月第1日曜日、活気あふれるファーマーズマー
ケット「おいでマルシェ」を開催しています。山口の
豊かな自然の中で愛情込めて育てた鮮度抜群の有
機野菜をはじめ、それぞれの季節の花や加工食品
などたくさんの産品を販売しています。山口の日々
頑張る生産者の皆さんが自ら販売し、一般のマー
ケットではなかなか出会えない新鮮な食材や商品
が並びます。生産者ならではの美味しい食べ方や

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

1月4日（金）～2月11日（月・祝）

2019年を
漢字一字で表す書道展

時間／9:00～17:00
山口市菜香亭では、書を通して近代日本の歴史を子どもたちが
未来へ繋げていくことを願い、「2019年を漢字一字で表す書
道展」を初開催します。新年2019年の目標、決意、または、
2019年はこうなってほしいなど、2019年を漢字一字で表現し
た書を市内小学生より募集し、優秀な作品を表彰展示します。■
料金：大人100円、小人50円（含大広間観覧）■休館日：火曜
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃saikou/news/
　news-syoboshu.html

会場／ときわ動物園　トクモンキー展示場前
          宇部市則貞3-4-1

宇部

1月5日（土）

動物おたんじょう会

時間／14:00～
1月生まれのトクモンキーのスリとコッテのお祝い。
※同じ誕生月の参加者にはオリジナル缶バッジを
プレゼント！ ■料金：無料（入園料は別途必要）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／ときわ動物園入口
          宇部市則貞3-4-1

宇部

1月3日（木）

お正月　餅つき大会

時間／13:00～14:30
お餅つきをして、来園者にふるまいます。■料金：無
料（入園料は別途必要）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／ときわ動物園入口
          宇部市則貞3-4-1

宇部

1月1日（火・祝）～3日（木）

ときわ動物園
オリジナルカレンダー
プレゼント

時間／9:30～
四季折々の生き生きとした動物の写真を掲載した
カレンダーをプレゼントします。■料金：無料（入園
料は別途必要）■定員：各先着100組
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／ときわ動物園　体験学習館モンスタ
          宇部市則貞3-4-1

宇部

1月2日（水）

干支にちなむイノシシのお話

時間／13:00～13:45
2019年の干支、イノシシにちなんでときわ動物園
園長が楽しくお話しします。■料金：無料

会場／ときわ動物園 体験学習館モンスタ
          宇部市則貞3-4-1

宇部

1月1日（火・祝）～6日（日）

お正月遊び

時間／9:30～17:00
けん玉やお手玉、福笑いなど日本の伝統的なお正
月遊びをしましょう。■料金：無料
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551会場／龍護峰

　　　美祢市秋芳町別府
　　　秋吉台家族旅行村（集合地）
          美祢市秋芳町秋吉秋吉台1237-553

美祢

1月1日（火・祝）

新年を国定公園秋吉台で！
第6回秋吉台「龍護峰」への
新春トレッキング

時間／6:00～8:30
山並みから登ってくるご来光は幻想的で、想い出に残
る素晴らしい体験をすることができます。下山後、ぜん
ざい等のふるまいや抽選会も予定しています。■料金：
大人：1,000円、小学生：500円■定員：50人（最少催
行人員：15人）※中学生以下は保護者同伴■申し込み
方法：電話またはFAX■申し込み期限：12月26日（水）

問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115　FAX0837-62-0899
□HP  https://karusuto.com/jitabi/minetabi/

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

1月1日（火・祝）～28日（月）

花の絵手紙大賞作品展

時間／9:00～17:00
やまぐちフラワーランドが実施した「第10回花の絵手紙大賞作品
展」の作品展示■料金：無料■休館日：1月1日（火・祝）を除く火曜
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎0836-37-2888　FAX0836-37-2889

会場／秋吉台家族旅行村（集合地）
          美祢市秋芳町秋吉秋吉台1237-553

美祢

12月31日（月）、1月1日（火･祝）

国定公園秋吉台で
迎える2019年！

時間／15:30～翌8:30
大みそかにケビンに宿泊し、いつもと違った年末年
始を過ごしてみませんか? 希望者は元旦の「新春ト
レッキング」に無料で参加できます。■料金：2人利
用/1人6,500円、3人利用/1人4,500円、4人利用
/1人4,200円■定員：20人（最少催行人数：10人）
※中学生以下は保護者同伴■申し込み方法：電話ま
たはFAX ※「新春トレッキング」参加の有無をお知
らせください。■申し込み期限：12月26日（水）
問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115　FAX0837-62-0899
□HP  https://karusuto.com/jitabi/minetabi/

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355
時間／9:00～17:00
萩博物館内ミュージアムショップとレストランは、年末年始
も営業しています。ショップでお買い物をされた方に、抽選
で幕末Tシャツなどの萩博物館オリジナルグッズや干支
グッズをプレゼントします（毎日30人限定）。■入場料：無料
問い合わせ先／NPO萩まちじゅう博物館事務局
☎0838-25-3177

萩

12月29日（土）～1月3日（木）

NPO萩まちじゅう博物館　
年末年始のおもてなし

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551
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会場／秋吉台国際芸術村ギャラリー
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

1月14日（月・祝）～2月11日（月・祝）

ポスコン?!2019

時間／10:00～17:00
ポストカードでつくる展覧会。ポストカードに自由に表現
して、ぜひ芸術村までお送りください。■参加料：無料■
申し込み方法：郵送■申し込み期限：1月12日（土）必着
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村事業企画課
☎0837-63-0020
　info@aiav.jp
□HP  http://aiav.jp/event/6038.html

会場／体験民宿ほっとビレッジ美東
          美祢市美東町赤3043-1

美祢

1月14日（月・祝）

秋吉台エコツアー　
秋吉台山焼き火道づくり

時間／9:00～13:30
■秋吉台の原風景「ドリーネ畑」の景観保全のた
め、山焼き時に火や風が通り易くなるように草木を
刈ります。■参加料：1,500円■定員：20人（最少催
行人数10人）■申し込み方法：電話またはＨＰ■申
し込み期限：1月9日（水）
問い合わせ先／秋吉台地域エコツーリズム協会
☎0837-63-0055
　mine-geo@city.mine.lg.jp
□HP  http://www.akiyoshidai-ecotour.org/home

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

1月13日（日）

企画展Ⅱ「文士の肖像
―林忠彦写真展」
展示解説～文士篇～

時間／14:00～14:30
周南市出身の写真家・林忠彦の生誕100年を記念して、
中原中也と同時代の文学者の写真を中心に展示しま
す。学芸員の解説を聞きながら鑑賞しましょう。■入館
料：一般320円、学生210円、70歳以上・18歳以下無料
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／防府市地域交流センター
　　　（アスピラート3階音楽ホール）
          防府市戎町1-1-28

防府

1月13日（日）

第18回防府音楽祭
わくわく夢の響演
コンサート

時間／14：00～
第1部は防府市出身の箏奏者・山野安珠美と尺八奏
者・石垣征山が新しい邦楽の世界をお届けします。第2
部は金管五重奏の楽しいステージ、第3部はバレエ組
曲「くるみ割り人形」を合唱バージョンにし、防府少年
少女合唱団が歌います。お菓子の世界で繰り広げられ
る物語をお楽しみください。■料金：一般2,500円（指
定席）2,000円（自由席）、高校生以下500円（自由
席）（当日500円高、財団会員各500円引）※未就学
児は入場できません。■チケット販売所：アスピラート、
防府市公会堂、山口情報芸術センター、C・S赤れん
が、周南市文化会館、チケットぴあ、ローソンチケット
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5151（アスピラート）
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃aspi-111/

会場／山陽小野田子育て支援センター
　　　スマイルキッズ
          山陽小野田市くし山1-4-3

1月12日（土）

ベビスマフェスタ

時間／10:00～15:00
ベビスマフェスタは、山陽小野田市在住の子育て世代のママ
たちが、市と共同で企画したイベントです。保護者とお子さん
が楽しめる企画が盛りだくさん！ パパやママだけでなく、おじい
ちゃん、おばあちゃんとの参加も大歓迎です。先着200人に風
船プレゼント！　■ハンドメイドマルシェ（10:00～15:00）
■English yoga（10:00～10:45、3～6歳の未就学児と保
護者先着10組、要予約）※ヨガマットまたはバスタオル、汗ふ
きタオル、飲み物を持参、動きやすい服装で参加してくださ
い。■こつまみ＆デコパフェ（10:00～11:00、3～6歳の未就
学児と保護者先着12組、要予約）※エプロン、三角巾または
バンダナ、手拭きタオル、飲み物を持参。■おひるねアート（①
11:15～12:30、②12:30～13：45、各回先着15組、未就学
児と保護者）※当日会場で各回の開始時間10分前に整理券
を配布■はじめての三つ編み（14:15～15:00、0～6歳の未
就学児と保護者先着10組、要予約）■子育て情報コーナー※
会場には遊具や授乳室があります。■料金：入館・参加いずれ
も無料■申し込み方法：スマイルキッズ来所または電話
（0836-82-2525）■申込開始日：12月10日（月）
問い合わせ先／山陽小野田市子育て支援課
☎0836-82-1175

山陽
小野田

会場／おのだサンパーク
          山陽小野田市中川6-4-1

1月12日（土）～14日（月・祝）

第10回名産品フェア

時間／9:30～18:00（最終日は17:00まで）
山陽小野田市をはじめ山口県内の名産品の販売や
屋台グルメなど約50店舗が出店します。ガラポン
抽選会などの日替わり企画も予定していますので、
お楽しみに！ ■入場場：無料
問い合わせ先／山陽小野田観光協会
☎0836-82-1313
□HP  http://www.sunpark.co.jp/index.html

山陽
小野田

萩

1月14（月・祝）

松陰神社勧学祭

会場／牟礼公民館ほか
          防府市江泊1802-1

防府

1月11日（金）

第18回防府音楽祭
オープニング街角コンサート

時間／10:00～
■10：00～牟礼公民館、11：00～英雲荘、12：00
～防府市役所議会棟議場、13：00～サンライフ防
府、14：00～桑陽病院、15：00～天神ピア、16：00
～アスピラート市民スペース、防府音楽祭ゲスト奏
者が防府の街を音楽と共に巡ります。■料金：無料
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5151（アスピラート）
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃aspi-111/

問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055

会場／市内各所

萩

1月10日（木）～3月31日（日）

萩まちじゅう味めぐり・
萩温泉郷湯めぐり
キャンペーン

萩のグルメ・日帰り温泉・観光情報・イベント情報な
ど、冬の萩の情報満載の「冬のぶらり萩あるきパス
ポート」（お得なクーポン付）を使って、まち歩きを
お楽しみください！ ■パスポート配布場所：萩市観光
協会、萩市役所観光課、萩温泉旅館協同組合、東
萩駅観光案内所、市内道の駅、協賛施設など
問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.
　php?d=900045

旬な食材を、気軽に楽しく教えていただけます。■
入場料：無料
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会場／宇部市文化会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

2月11日（月・祝）

マンスリー古典芸能
～第2弾～柳家喬太郎
独演会

時間／15:00～
前回の宇部初公演は大
好評。古典・新作どちら
も得意とする落語界の
奇才がリクエストに応え
て再登場します！ ■料
金：一般3,500円、大学
生以下2,000円■チ
ケット販売所：宇部市文
化会館など

問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355
　info@ube-bunzai.jp 

会場／萩海運待合所前集合
          萩市東浜崎町139-1

萩

1月27日（日）

大島まるまる体験ツアー

時間／11:00～17:10
ブロッコリーの収穫体験と郷土料理「角寿司」づく
り体験を開催します。萩発11:00の定期船で大島
に渡り、大島発16:45の定期船で帰るまで、大島を
まるまる体験していただきます。「角寿司」づくり体
験の後、自分でつくられた角寿司や刺身、ブロッコ
リーのきんぴら、吸い物などで昼食。昼食後、ブ
ロッコリー畑へ移動し、収穫体験を行います。収穫
されたブロッコリーはすべてお持ち帰りいただきま
す。その後は、2コースに分かれ島内散策を行いま
す。公民館到着後、ブロッコリー入りの蒸しパン、か
きもち、コーヒーなどで休憩し、その後特産品販売
を行います。■料金：中学生以上2,000円、小学生
1,000円、3歳以上500円（昼食代、体験料込み）
※別途船賃が必要となります。片道大人400円、中
学生280円，小人200円■定員：先着50人■申し
込み方法：電話またはFAX■応募要件：申し込み代
表者の①住所、②氏名、③連絡先、④申し込み人員
数（料金区分毎）■申し込み期間：12月3日（月）～
28日（金）
問い合わせ先／
萩市大島出張所
☎0838-28-0584　FAX0838-28-1569
大島公民館
☎0838-28-0595

会場／防府市青少年科学館（ソラール）
          防府市寿町6-41

防府

1月26日（土）～3月3日（日）

ソラ―ル開館20周年記念特別展
「ニコラ・テスラ展
～エジソンのライバルと
言われたセルビアの
天才発明家～」

時間／9:30～17:00（入館は16：30まで）
蛍光灯・リモコン・電子レンジ・交流電力システムな
どの原理を発明した天才発明家“ニコラ・テスラ” の
特別展を日本で初めて開催します。■入館料：無料
■休館日：月曜（祝日の場合は次の平日）
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール）
□HP  http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp

会場／大照院
          萩市大字椿4132

萩

1月26日（土）

文化財防火デー

時間／9:30～10:30
1月26日は、「文化財防火デー」です。萩市では、保存修
理工事が完了した毛利家の菩提寺の一つである大照院に
おいて、放水による消火や消火器による初期消火訓練、避
難誘導、文化財搬出の体験を行います。■観覧料：無料
問い合わせ先／萩市文化財保護課
☎0838-25-3835 

会場／山口市小郡文化資料館
　　　「ふるさとの歴史展示室」
          山口市小郡下郷609-3

山口

1月26日（土）～3月17日（日）

企画展
「地下からよみがえる小郡」

時間／9:00～17:00（入館は16:30迄）
地下には遺跡という形で現代までの人類の遺跡が
残っています。小郡における遺跡の発掘調査は
1928（昭和3）年以降、近年も行われています。本
企画展では、小郡の地下に残された人類の痕跡を
紹介し、現在にいたるまで町がどのように発達して
いったのかを探ります。■料金：無料■休館日：月曜
（祝日の場合はその翌日）
問い合わせ先／山口市小郡文化資料館
☎083-973-7071
□HP  http://www.cmogori.ec-net.jp

会場／春日神社
          防府市大字牟礼1354

防府

1月20日（日）～22日（火）

大寒みそぎ

時間／6:30～、18：00～の２回
暦の上でもっとも寒い日とされる大寒の日に、冷水
につかって心身を清め、無病息災を祈る行事です。
タオルを持参すれば誰でも参加できます（当日申込
みです。詳しくは春日神社HPを御覧ください）。0
度近い水の中でみそぎが終わると「温かいあめ湯」
などのもてなしがあり、思わず顔もほころびます。
■観覧料：無料（参加する場合は初穂料1,000円）

会場／防府市地域交流センター
　　　（アスピラート3階音楽ホール）
          防府市戎町1-1-28

防府

1月14日（月・祝）

第18回防府音楽祭
ファイナルコンサート

時間／14：00～
今年度制作30周年を迎える合唱組曲「佐波川」を
歌うとともに、箏と尺八が、ふるさとの川「佐波川」
を奏でます。また、この音楽祭でもお馴染みのチェ
ロ奏者、広田勇樹による「ロココ風の主題による変
奏曲」、そして最後は、ドヴォルザークの交響曲第9
番「新世界より」で締めくくります。■料金：一般
3,000円（指定席）、2,500円（自由席）、高校生以
下500円（自由席）（当日500円高、財団会員各
500円引）※未就学児は入学できません。■チケッ
ト販売所：アスピラート、防府市公会堂、山口情報芸
術センター、C・S赤れんが、周南市文化会館、チ
ケットぴあ、ローソンチケット
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5151（アスピラート）
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃aspi-111/

問い合わせ先／春日神社
☎0835-38-1185
□HP  https://visit-hofu.jp

会場／松陰神社
          萩市椿東1537
時間／11:00～
幼少の頃から英才の誉れが高かった、幕末の教育
者・吉田松陰先生の御神徳にあやかろうと、合格祈
願に多くの受験生で賑わいます。祝詞をあげ受験
生たちの合格を祈願します。個人祈願も受け付け
ています。 ■観覧・参拝料：無料
問い合わせ先／松陰神社
☎0838-22-4643
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=900001
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