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P i c k  U p

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

「星の秋吉台・光の秋芳洞」
インスタフォトコンテスト

12月25日（月）まで

山陽小野田市

P i c k  U pジャパン・ライジング・
スター・プロジェクト
山口県フォーラム 

12月10日（日）

萩市

萩・年末お魚市
12月27日（水）～31日（日）

津和野町

クリスマスコンサート&
キャンドルナイト

12月2日（土）

山口市

中原中也記念館「山羊の日」
12月9日（土）、10日（日）

防府市

お笑い講世界選手権大会
12月16日（土）宇部市

P i c k  U p

P i c k  U p

クリスマス
フェスタ

12月23日（土・祝）
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問い合わせ先／山陽小野田市歴史民俗資料館
☎0836-83-5600
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/rekimin/

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

12月3日（日）まで

没後100年記念企画展
「日本の工学の父 山尾庸三」

時間／9:00～17:00
幕末、英国に密航留学し、維新後、工部大学校（現東
大工学部）の創設に携わった山尾庸三。日本の工学
教育の基盤形成に尽力したことから「工学の父」と称
されます。2016（平成28）年萩市に寄贈された山尾
家資料を初公開し、「長州ファイブ」の一人、庸三の
人物像にせまります。■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
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htm

萩

会場／JR萩駅前ロータリー

1月5日（金）まで

2017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登
録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。
問い合わせ先／萩イルミネフェスタ実行委員会（藤本）
☎090-7128-9372
□HP  http://www.hagishi.com/search/
　detail.php?d=900043

萩

会場／道の駅「萩しーまーと」
          萩市椿東4160-61

12月22日（金）まで

「長州サムライめし」
期間限定販売

時間／レストラン11：00～19：00他
　　　（店舗により異なる）
道の駅萩しーまーとでは、幕末から明治にかけて活
躍した維新の志士らゆかりの料理「長州サムライめ
し」を開発し、館内の3つのレストランで10月27日
から提供しています。■内容：3種類の「長州サムラ
イめし」（各1,500円、税別）①浜料理がんがん「晋
作が愛した 萩の真鯛御膳」②来萩レストラン「和洋
折衷 毛利家の殿様ランチ」③維新亭「4人の長州
侍×4種の萩魚“志士丼”」
問い合わせ先／道の駅「萩しーまーと」
☎0838-24-4937

萩

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

12月3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/

防府

会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

1月8日（月）まで

開館特別企画展
「山頭火の句 名筆特選
～百年目のふるさと～」

時間／10:00～18:00
防府市出身の自由
律俳人、種田山頭
火の人生を、彼の直
筆の作品群を通じ
て紹介します。「分
け入っても分け入っ
ても青い山」「鉄鉢
の中へも霰」などの
句を展示していま
す 。1 2 月 1 6 日
（土）、1月6日（土）
には学芸員による
ギャラリートークを
行います。■観覧料：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（介護者1人までを含
む）■休館日：火曜日
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/

防府

会場／山陽小野田市歴史民俗資料館
　　　2F展示室
          山陽小野田市栄町9-21

会場／秋吉台、秋芳洞、景清洞、大正洞

12月24日（日）まで

歴史民俗資料館
常設展示コーナー
「平成11年台風18号」

時間／9:00～17:00
常設展示に期間限定で、1999（平成11）年台風18
号による竜巻被害を写した写真15点を紹介する
コーナーを設けています。これらの資料は2014（平
成26）年度に寄贈をうけたもので、その一部を紹介
しています。■入場料：無料■休館日：月曜日、祝日

山陽
小野田

問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115
□HP  http://www.karusuto.com

12月25日（月）まで

「星の秋吉台・光の秋芳洞」
インスタフォトコンテスト

【幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン】の
連動企画として「星」と「光」をテーマにInstagramフォ
トコンテストを実施します。期間中にあなたが撮影した
ベストショットを投稿してください。審査後、美祢市の特
産品をプレゼントします。また、「秋芳洞、景清洞、大正
洞」のいずれかに入洞していただいた際、先着7万人に

美祢問い合わせ先／松田農園
☎0835-29-0252
ＪＡ観光農園
☎0835-29-0030

会場／松田農園
          防府市大字西浦279
　　　JA観光農園
          防府市大字西浦1435

12月上旬まで

みかん狩り

温暖な気候に恵まれた防府のみかんは、甘くて風味
も良く、おいしさがいっぱいです。 西浦にはいくつも
の観光みかん園があり、おだやかな秋の陽射しを浴
びながら、自然に囲まれてみかん狩りが楽しめます。
■松田農園：中学生以上500円、小学生400円、3
歳～未就学児300円。持ち帰り料金…時価 ■JA観
光農園：中学生以上400円、3歳～小学生300円※
20人以上の団体1割引。持ち帰り料金…300円/kg
■申し込み方法：松田農園内の食事は電話（要予約）

防府

お一人様に1本光るブレスレットをプレゼントする「ス
ターライトブレスレットキャンペーン」を実施していま
す。洞窟内で彩り豊かに移動する光を是非お楽しみく
ださい。※詳細は（一社）美祢市観光協会HPをご覧く
ださい。■参加料：無料■申し込み期限：12月25日（月）
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時間／15:00～19:00
　　　※小雨決行、荒天の場合は中止

問い合わせ先／江汐公園管理棟
☎0836-83-5378
□HP  http://ejio.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2日（土）

第1回”わくわく”
竹あかりin江汐

約１kmの竹とうろうの誘導で、ライトアップされた紅葉や自
然を眺めることができる夜のイベントです。■内容:15:00～
ステージイベント、15:30～竹で箸と器を作ってぜんざいを
食べよう！（定員:先着100人。参加料:一般200円、小学生以
下無料）、16:00～竹とうろうの絵付け（先着:50人）、
17:00～19:00竹とうろう･ナイトウォーク･もみじのライト
アップ（懐中電灯・防寒具持参）■申し込み方法：当日受付

会場／鋳銭司郷土館
          山口市鋳銭司1422

12月2日（土）

鋳銭司郷土館歴史講座

時間／13:30～15:00
明治維新の先覚者「大村益次郎」に関する歴史講
座を開催します。講師は小山良昌氏（毛利博物館顧
問）で「洋学者　大村益次郎先生」と題しご講演い
ただきます。■受講料：無料■定員：先着30人■申
し込み方法：電話
問い合わせ先／鋳銭司郷土館
☎083-986-2368
□HP  http://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/141/

山口

山陽
小野田

時間／19:30～20:30

問い合わせ先／津和野町教育委員会 日原窓口
☎0856-74-0302
□HP  http://www.sun-net.jp/~polaris/top.htm

会場／日原天文台
          津和野町枕瀬806-1

12月2日（土）

クリスマス
コンサート&
キャンドルナイト

日原天文台では毎年、7月と12月に開催するコン
サートの日にあわせて「キャンドルナイト」を開催し
ています。星に近い場所で行われるキャンドルナイ
トは、夜空の星にも負けないくらいに幻想的な光景
です。ぬくもりのある灯りに包まれて、素敵な夜を
過ごしてみてはいかがでしょうか。■参加料：無料

津和野

時間／10:00～15:00

問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-2717

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

12月2日（土）、3日（日）、9日（土）、
10日（日）、16日（土）、17日（日）

日本のクリスマスは
山口から2017
菜香亭キモノカフェ

着物姿のかわいいメイドさんがおもてなしします。■
お茶券410円■抹茶・珈琲・紅茶にポルボロンが付き
ます。■別途大広間観覧料要:大人100円、小人50円
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~saikou/
　news/2017xmascafe.html

山口

時間／9:00～17:00

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

12月2日（土）～1月31日（水）

企画展「御屋形周辺の防衛
～市北部南部の史跡の役割」

山口市北部南部の幕末史跡の役割を紹介します。
■観覧料：大人100円、小人50円■休館日：火曜
日、12月29日（金）～1月3日（水）
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~saikou/

山口

12月3日（日）

未来の担い手×
LOCALマネジメント
フォーラムin山口 

山口

時間／9:00～14:00

会場／道の駅「ハピネスふくえ」
          萩市福井下4014-2

12月2日（土）、3日（日）

シクラメンフェア

福栄地域の冬の特産品シクラメンが多数販売され
ます。シクラメン、花苗の販売、全国配達受付、新鮮
野菜販売、各種出店など。■入場料:無料
問い合わせ先／道の駅「ハピネスふくえ」
☎0838-52-0356

萩

会場／防府市中心市街地一帯

12月2日（土）～1月8日（月）

冬の幸せますフェスタ
“光と音のページェント
2017”

ルルサス防府及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
☎0835-22-4352（防府商工会議所内）

防府

時間／8:00～16:00

会場／道の駅「潮彩市場防府」
          防府市新築地町2-3

12月3日（日）

防府市
農林水産業まつり

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

防府

会場／山陽小野田市歴史民俗資料館
　　　2F小展示室
          山陽小野田市栄町9-21

3月25日（日）まで

ふるさと文化遺産
登録記念展示
「高泊開作」

時間／9:00～17:00 
ふるさと文化遺産「高泊開作」の登録を記念し、高
泊開作に関連する文化財を紹介します。■入場料：
無料■休館日：月曜日、祝日、12月26日（火）～1月
5日（金）、1月9日（火）、2月13日（火）
問い合わせ先／山陽小野田市社会教育課
☎0836-82-1205
山陽小野田市歴史民俗資料館
☎0836-83-5600 
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/rekimin/

山陽
小野田
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時間／9:30～14:00

問い合わせ先／農林水産まつり実行委員会事務局
☎0836-82-1152（山陽小野田市農林水産課）
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
　soshiki/24/8thfes-nourinsuisan.html

会場／山陽小野田市地方卸売市場
          山陽小野田市大字西高泊1184-1

12月3日（日）

第8回農林水産まつり

■内容：新鮮！とれたて野菜・水産加工品販売、
12:30～チェーンソーアート、米消費拡大PRコー
ナー、豚汁無料配布（限定500杯）、14:00～ふれ
あいもちつき大会、品評会表彰ほか

山陽
小野田

時間／9:00～17:30

会場／山口市阿東三谷ふれあいセンター
　　　（旧三谷小学校・篠生保育園そば）
          山口市阿東生雲東分1219-1

2002（平成14）年3月に廃校となった旧三谷小学校
を舞台に、地域づくり最先端の講師を招いて、これか
らの地域づくり、地方での仕事づくりなどについてディ
スカッションするフォーラムです。株式会社PubliCo
の長浜洋二氏をはじめとするゲストによる講演のほ
か、阿東・徳地地域中学生未来会議、飲食・物販のほ
か、竹でつくったバンブーバイク試乗会など、お子様連
れでも楽しめるイベントを開催します。■参加料:無料
問い合わせ先／NPO法人ほほえみの郷トイトイ
☎083-952-1800

問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001
　yrekimin@c-able.ne.jp
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/

時間／12:30～15:40

問い合わせ先／体育協会事務局（県立おのだサッカー交流公園）
☎0836-81-3100

会場／山陽小野田市武道館
          山陽小野田市中川5-2-1

12月3日（日）

第9回武道祭

■内容：柔道・剣道・空手道・少林寺拳法・合気道・弓道・
杖道・アーチェリー8団体による演武■入場料：無料

山陽
小野田

時間／開演14:00

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

12月3日（日）

姜涛来日10周年記念
二胡コンサート

■演奏曲目：また君に恋してる、川の流れのように、花、賽
馬、春節祭ほか■全席自由■入場券：2,000円（中学生以
下無料）■チケット販売所：中華二胡学院山口事務所、お
のだサンパーク、イトオ楽器店、宇部井筒屋、下関市役所
売店、下関シーモール「ラン」、下関市生涯学習プラザ、下
関市十字堂楽器店、山口井筒屋、山口市民館、山口市情
報芸術センター、防府市アスピラート、周南市文化会館

山陽
小野田

時間／10:00～12:00

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

12月3日（日）

子ども歴史講座

小学6年生を対象に、当館学芸員が山口の幕末維
新について、実際の資料を見ながら解説します。■
受講料：無料■定員：先着30人■応募要件：小学6
年生対象、郵便番号、住所、氏名、電話番号■申し
込み方法：電話またはメール

山口

問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/

問い合わせ先／中華二胡学院山口事務所
☎083-235-5150
□HP  http://chukaniko.wix.com

時間／16:00～16:30

会場／山陽小野田市
　　　中央図書館1F
          山陽小野田市栄町9-13

12月5日（火）

フィンランドから
サンタクロースが
図書館にやってくる！

フィンランドのロバニエミという町にある「サンタク
ロースの村」。そんな遠いところから、サンタさんが
みなさんに会いにやってきます♪■内容：園児によ
る合唱、サンタさんへの質問タイム、サンタさんから
のメッセージなど ■参加料：無料

山陽
小野田

時間／13:30～14:30

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

12月3日（日）

れきみん企画展
「本だらけ」
ギャラリートーク

学芸員が企画展「本だらけ―山口の人びとと本を
めぐる物語―」の展示解説を行います。■入館料：
一般100円。18歳以下、70歳以上、障がい者およ
び同行の介護者無料

山口

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

時間／14:00～

会場／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

12月3日（日）

マトック・クリスマス
コンサート

オンド・マルトノ、テルミン、ピアノによる温かく小さなトリ
オが奏でる柔らかな音響に、映像を織り交ぜた子どもから
楽しめるクリスマスコンサートです。■料金：一般2,000
円、中・高校生1,000円、小学生・未就学児（1歳以上）
500円※フレンズネット会員は2割引■チケット販売所：電
話予約、Web予約、ローソンチケット（Lコード：62197）

時間／10:00～

会場／山頭火生家跡
          防府市八王子

12月3日（日）

山頭火生誕祭

「昭和の芭蕉」と呼ばれた漂泊の自由律俳人種田
山頭火の生誕を祝うお祭りです。■観覧料：無料
問い合わせ先／山頭火ふるさと会事務局
（防府市地域交流センター アスピラート内）
☎0835-26-5151

防府

時間／11:00～

会場／その年の頭屋宅
          防府市大字台道

12月3日（日）

笑い講

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）防府市観光協会
☎0835-25-2148

防府

美祢

ジャン・タオ
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時間／9:00～11:30

問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-2717

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

12月9日（土）

日本のクリスマスは
山口から2017
クリスマスワークショップ
「徳地和紙の折形
（折り紙）でともしびを」

「徳地和紙」を使って、室町時代からの歴史を持つ
武家社会の礼法の一つ“折形(おりがた)”に則った
折り紙としつらいを楽しみます。■参加料：2,000
円(材料費含)■定員：先着20人■申し込み方法：電
話（☎083-925-7788へ）
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~saikou/news/2017xmas.html

山口

問い合わせ先／山陽小野田市中央図書館
☎0836-83-2870
□HP  http://library.city.sanyo-onoda.lg.jp/

時間／13:30～15:00

会場／山陽小野田市民館
　　　2F第1・第2会議室
          山陽小野田市栄町9-25

12月7日（木）

歴史講演会
幕末・維新期への想い
～旧長州藩における
「志士」の顕彰～

山陽
小野田

問い合わせ先／歴史民俗資料館
☎0836-83-5600
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/rekimin/

時間／9:00～17:00
　　　（6日のみ10:00～17:00）

会場／防府市地域交流センター
　　　（アスピラート）
          防府市戒町1-1-28

12月6日（水）～10日（日）

第48回防府市
市民文化祭
第67回市美術展

日本画・洋画・彫刻・工芸・書道・写真・デザインアー
ト・現代アートの優秀作品の展示■入場料：無料
問い合わせ先／防府市文化協会
☎0835-26-6841

防府

問い合わせ先／宇部市ときわミュージアム管理課
☎0836-37-2888
　museum@city.ube.yamaguchi.jp

時間／9:00～17:00

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

12月6日（水）～25日（月）

ときわミュージアムの
クリスマス！

「めざせ！ 世界一のクリスマスツリープロジェクト」写
真展示、みんなで作るクリスマスツリーコーナー、
「バオバブ」の成長記録写真コーナー、サンタのふ
るさとフィンランド紹介コーナー。■入場料：無料

宇部

時間／9:00～17:00

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21 

12月9日（土）、10日（日）

中原中也記念館
「山羊の日」

中原中也が1931（昭和9）年12月10日に念願の
第一詩集『山羊の歌』を刊行したことを記念して、
お祝いします。■特別展示：12月1日（金）～12月
10日（日）■「山羊をつれた中也くん」ポストカード
を来館者全員贈呈■まめほん『山羊の歌』を各日先
着10人に贈呈■入館料：一般320円、学生210円
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

山口

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

12月9日（土）～1月28日（日）

毛利博物館企画展
「正月飾り」

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（金）～31日（日）
問い合わせ先／毛利博物館
☎0835-22-0001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/

時間／13:30～15:40

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

12月9日（土）

ヒューマンフェスタ
さんようおのだ
～人権を考える集い
2017～

12月4日（月）から10日（日）までは人権週間です。
人権週間にあわせて「ヒューマンフェスタさんよう
おのだ」を開催します。すべての人々の人権が尊重
された社会の実現に向けて、人権問題に対する理
解と認識を深めましょう。■13:30～14:00開会行
事（人権に関する作品表彰ほか）■14:05～15:35
講演会「高齢者の暮らしはどう変わるのか～生涯現
役のまちづくり～、講師：鍋山祥子（山口大学経済学

山陽
小野田

問い合わせ先／山陽小野田市市民生活課
☎0836-82-1137
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp

問い合わせ先／宇部市ときわ公園管理課
☎0836-54-0551　FAX0836-51-7205
　tokiwakouen@city.ube.yamaguchi.jp

時間／9:30～11:30

会場／ときわ公園正面入口集合
          宇部市則貞3-4-1

12月9日（土）

てくてくときわ公園
ミコアイサを探そう！

野鳥保護の会の協力で、潜水するカンムリカイツブ
リ、かわいいミコアイサなどの姿を双眼鏡でのぞい
てみます。パンダのような顔の鳥を見つけられるで
しょうか？■参加料：無料■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8日（金）

宇部

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

12月9日（土）～1月29日（月）

干支展
2018年は犬だワン！
～犬のひみつ～ 

宇部

防府

明治維新後、幕末・維新期に活躍した人物に対して
様々な形で顕彰活動が起こりました。長州藩でも高
杉晋作や吉田松陰など多くの人物が顕彰され、現在
まで語り継がれています。維新後、人々は幕末・維新
期の人物たちをどのように語り継いだのか、史料を
通じて紹介します。■講師：稲益あゆみ（下関市立歴
史博物館学芸員）■聴講料：無料■定員：先着90人
■申し込み方法：電話（受付時間9:00～17:00）■
休館日:月曜日、祝日■申し込み期限：12月3日（日）

部経済学科教授）■同時開催：小ホールにて人権に
関する児童・生徒のポスター展示、「人権の花」運動
取組パネル展示■入場料：無料
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時間／ファミリーコンサート
　　　開場10:30　開演11：00
　　　ティータイムコンサート
　　　開場13：30　開演14：00

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

12月10日（日）

第40回0歳からの
ファミリーコンサート・
休日昼下がりの
ティータイムコンサート
Vol.40 

ご家族、ご友人をお誘いのうえ、お越しください。■
演奏：～Beans＋～甲斐尚美（サックス）、山根一彦
（パーカッション）、原田礼子（ピアノ）■演奏曲目：
いつか王子様が、パート・オブ・ユアワールド、美女
と野獣、ガーシュインカクテルほか■入場券：ファミ
リーコンサート500円（高校生以下無料）、ティータ
イムコンサート800円（飲み物・お菓子付き）※
ティータイムコンサートは、未就学児の入場はご遠
慮ください。■チケット販売所：不二輸送機ホール、
山陽小野田市民館、イトオ楽器店

山陽
小野田

山陽
小野田

問い合わせ先／不二輸送機ホール（山陽小野田市文化会館）
☎0836-71-1000
□HP  http:www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
　site/bunka-kaikan/

時間／8:00～12:00 ※少雨決行
会場／小野田駅前中通り

12月10日（日）

街なか
フリーマーケット

人と人との交流を通したまちづくり、山陽小野田市の
玄関口でもある小野田駅前の活性化、駅前商店街の
振興を目的としてフリーマーケットを開催していま
す。フリーマーケットにあわせて小野田駅前商店街で
は、いろいろなイベントやわくわくセールも行います。

山陽
小野田

問い合わせ先／
山陽小野田市商工労働課
☎0836-82-1150
町田金物店
☎0836-83-1403
小野田商工会議所
☎0836-84-4111

問い合わせ先／秋吉台地域エコツーリズム協会
☎0837-63-0055
□HP  http://www.akiyoshidai-ecotour.org/home

時間／9:30～13:30（受付は9：00～）
　　　※天候により中止する場合あり

会場／秋吉台上ドリーネ畑周辺
          美祢市秋芳町秋吉台

12月10日（日）

秋吉台山焼き
火道切り

美祢

問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

時間／9:30～17:00
犬の生態やイヌ科のタヌキについての展示。犬やタヌキ
になりきって写真が撮れるスポット、落ち葉プールもあり
ます。■入場料：無料■休館日：火曜日、12月31日（日）

問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

時間／9:30～

会場／ときわ公園正面入口集合 
          宇部市則貞3-4-1

12月10日（日）

ときわ公園野鳥観察会

ときわ公園に暮らす冬鳥の観察会■参加料：無料
■定員：先着20人■申し込み方法：電話

宇部

早春の風物詩“秋吉台山焼き”。山焼き時に隣接する山
林への、延焼を防ぐために「火道切り」を行います。作
業後は、ドリーネ畑で農作物の収穫を体験します。■参
加料：1,500円（昼食・飲み物・傷害保険料込み）■定員：
先着20人（最少催行人数10人）■申し込み方法：電話
またはインターネット■申し込み期限：12月4日（月）

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

時間／13:00～16:00

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

12月10日（日）

あーと・ルーム
「ポストカード島第4弾」 

墨・絵の具・パステルなど、5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。今年はスタンプラリーも実施します。5つの島
を回って、「ポスコン?!2018」に作品を応募しよう!
（未就学児は保護者同伴）■参加料：無料

美祢

時間／13:30～17:00

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

12月10日（日）

ジャパン・ライジング・
スター・プロジェクト
山口県フォーラム 

全国の将来性豊かなアスリートを発掘する「ジャパ
ン・ライジング・スター・プロジェクト」の2017（平成
29）年度パラリンピック自転車競技（パラサイクリ
ング）の拠点県に山口県が、拠点施設に山陽オート
レース場が決定しました。県民や県内の選手やアス
リート育成の関係者、指導者等に本プロジェクトの
内容や重要性を知っていただき、障害者スポーツ
やパラサイクリング競技について理解を深めるた
め、フォーラムを開催します。世界で闘うトップアス
リート達と会える千載一遇の機会です！ 逆境を気
にも留めず、真剣に競技に向き合う選手たちの
様々な話を聞くことができますので、ぜひご家族ご
友人をお誘いあわせの上、お越しください！ ※この
フォーラムは、（公財）法人日本体育協会公認ス
ポーツ指導者資格更新研修を兼ねています。■基
調講演:山下修平「アスリート育成パスウェイとタレ
ント発掘・育成プログラム」（独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター　企画・推進課主任専門職 戦
略的強化事業統括マネージャー）■講演:権丈泰巳
「パラサイクリングにおける選手発掘と育成」（一
般社団法人日本パラサイクリング連盟理事長 パ
ラサイクリング日本代表監督）■パネルディスカッ
ション:「パラリンピック競技における競技力向上に
ついて」●コーディネーター 富田輝美（山口県障が
い者スポーツ指導者協議会理事●パネリスト 権丈
泰巳、野口佳子（パラサイクリング選手 2017ＵＣＩ
ロード世界選手権金メダル 世界チャンピオン）、川
本翔大（パラサイクリング選手 2016リオ・パラリン

問い合わせ先／宇部市ときわミュージアム管理課
〒755-0025 野中3-4-29
☎0836-37-2888　FAX0836-37-2889 
　museum@city.ube.yamaguchi.jp

時間／13:30～15:30

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

12月10日（日）

クリスマス
リース作り講習会

木の実や枝などでクリスマスリースを作ります。■
参加料：500円■定員：先着15人■申し込み方法：
電話・はがき・FAX・メールのいずれか■申し込み開
始日：12月4日（月）

宇部
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問い合わせ先／防府市文化・スポーツ課
☎0835-25-2551
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
　soshiki/41/

時間／14:00～16:25

会場／防府市公会堂
          防府市緑町1-9-1

12月10日（日）

響け！防府ハーモニー
全国大会出場記念
コンサート

問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/

時間／14:00～15:00

会場／山口市立中央図書館
          山口市中園町7-7

12月10日（日）

司書と学芸員に
聞いてみよう! 

山口市歴史民俗資料館学芸員と山口市立図書館司
書が、図書館や博物館・資料館の仕事についての疑
問にお答えします。■参加料：無料■定員：先着30人
■応募要件：中学生・高校生対象

問い合わせ先／山口市立図書館
☎083-901-1040

問い合わせ先／山陽小野田市文化・スポーツ政策室
（山陽小野田市民館内）
〒756-0802 山陽小野田市栄町9番25号
☎0836-83-5700　FAX0836-83-8361
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
　soshiki/50/paracycling123.html
　bunka-sports@city.sanyo-onoda.lg.jp

問い合わせ先／宇部市観光推進課
☎0836-34-8353　FAX0836-22-6083 

時間／9:50～12:00

会場／琴崎八幡宮バス停集合
          宇部市琴崎町

12月10日（日）、24日（日）

てくてくまち歩き
古地図を片手に
まちを歩こう

萩藩永代家老・福原家領地宇部村は、御田屋を中心に
神社仏閣が集まっています。江戸時代の道を確認しな
がら巡ります。■持参品：タオル、飲み物など■参加料：
無料■定員：各先着40人■申し込み方法：電話または
FAX■申し込み期限：12月8日（金）、22日（金）

宇部

山口

防府

問い合わせ先／放送大学（山口学習センター）
山口市吉田1677-1山口大学吉田キャンパス内
☎083-928-2501　FAX083-928-253 
　yamasc35@ouj.ac.jp

時間／15:15～16:45

会場／山陽小野田市中央図書館 
          山陽小野田市栄町9-13

12月10日（日）
中央図書館・放送大学連携
公開講座「運動健康科学
～健やかに老いるために～」

世界保健機関の報告によれば、世界の死因の主な危
険因子として身体不活動が第4位に、また、日本でも
主に生活習慣病による死亡数からみた危険因子の第
3位に身体不活動（運動不足）があげられています。
あらためて身体活動・運動実践の意義について考え
ます。■講師：塩田正俊（山口学習センター客員教
授、山口大名誉教授）■受講料：無料■定員：先着25
人■応募要件：放送大学（山口学習センター）に問い
合わせ■申し込み方法：放送大学（山口学習セン
ター）に直接申し込み※FAX、メールでも可

山陽
小野田

問い合わせ先／きららガラス未来館
☎0836-88-0064
□HP  http://www.onodaglass.jp/

時間／9：00～、13：30～

会場／きららガラス未来館
          山陽小野田市焼野海岸

12月10日（日）、17日（日）
吹きガラス体験

吹き竿の先に熔けたガラスを巻き取って、息を入れ、道
具を使い、形を整えながらグラスや器を作ります。■対
象：小学生以上■作品のお渡しは1週間後です。随時体
験も各種ありますので、詳しくはお問い合わせください。
■料金：2,620円～■定員：各回5人■申し込み方法：電話

山陽
小野田

ピック入賞 2017ＵＣＩトラック世界選手権銅メダ
ル）、藤田英二（山口県障害者スポーツ協会会長 
元車椅子マラソン選手 2000年シドニー・パラリン
ピック出場）、田中秀夫（元車椅子マラソン選手
1996年アトランタ・パラリンピック出場 2000年シ
ドニー・パラリンピック出場）■入場料：無料■定員：
先着700人■申し込み方法：申込書に記入し郵送・
FAX・メールのいずれかで申し込み

時間／10:00～17:00

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

12月14日（木）～17日（日）

菜香亭
市民ギャラリー
「第2回カメラ片手に
漫ろ歩き」

「そぞろ歩きの会」みなさんによる写真約30点の
展示です。■観覧料：無料
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~saikou/

山口

時間／10:00～11:30

会場／防府市立防府図書館研修室
          防府市栄町1-5-1 ルルサス防府3F

12月14日（木）

防府図書館利用者
懇談会

より身近でさらに利用しやすい図書館になるよう、
図書館に対する御意見をお話しいただく懇談会を開
催します。図書館サービスに関心のある方の参加を
募集します。■参加料：無料■定員：先着30人■応募
要件：住所・氏名（ふりがな）・電話番号を明記■申し
込み方法：はがき・FAX・来館のいずれか。電話不可

防府

問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
〒747-0035 防府市栄町1-5-1 ルルサス防府3F（防府図書館）
☎0835-22-0780（防府図書館）
FAX0835-22-9916 
□HP  http://www.library.hofu.yamaguchi.jp

時間／9:00～17:00

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

12月15日（金）～24日（日）

幸せます×カメラ女子部
写真展「ＨＡＰＰＹ2」 

今年も、防府商工高の生徒が中心となり地域の写
真愛好家の皆さんと「カメラ女子部」を結成。心が
ぽかぽかするような作品たちをご覧ください。■入
場料：無料■休館日：火曜日

防府

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/

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。■出場
校：中関小学校、華城小学校、桑山中学校、華陽中
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
財郷土資料館3F）、防府市公会堂、アスピラート
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時間／13:00～16:00頃

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

12月16日（土）

お笑い講
世界選手権大会

防府

時間／17:00～22:00

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

12月15日（金）～24日（日）

冬灯り展

「冬」と「灯り」をテーマにした作品を展示します。
※北側歩道からご覧ください。■入場料：無料■休
館日：火曜日

防府

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／きらら交流館
☎0836-88-0200
□HP  http://www.kirara-k.jp/

時間／10:00～12:00

会場／きらら交流館
          山陽小野田市焼野海岸

12月16日（土）
ポーセラーツ教室

器にシール感覚で使える転写紙を切り貼りして、テーブ
ルウェアを作ります。■対象：小学生以上■参加料：1,500
円（材料費含む）■定員：先着15人■申し込み方法：電話

山陽
小野田

問い合わせ先／世界お笑い協会【（一社）防府市観光協会内】
〒747-0029 防府市松崎町11-19
☎0835-25-2148
□HP  https://www.hofu-kan.or.jp

時間／18:00～19:30

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

12月16日（土）

講演会「徳地と奇兵隊」

奇兵隊が徳地に転陣したときの歴史を深く掘り下げま
す。■聴講料：無料■定員：70人■申し込み方法：電話

山口

問い合わせ先／（一財）山口観光コンベンション協会
☎083-933-0088
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~saikou/

時間／9:00～17:00

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

12月16日（土）～4月8日（日）

企画展「萩の鉄道ことはじめ」

近代化の象徴である鉄道は萩に何をもたらしたの
でしょうか。日本の鉄道の父・井上勝をはじめとした
鉄道技術者や時刻表創刊者など、萩ゆかりの人々
が鉄道を通じて日本の近代化に貢献していったこ
とに触れつつ、萩と鉄道のかかわりを多角的に紹
介します。瑞風運行にあわせた体験イベント等を検
討中です。■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

山口

問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/
　index.htm

時間／14:00～15:30

会場／美祢市民会館大ホール
          美祢市大嶺町東分326-1

12月16日（土）

第1回美祢市民大学講座

テレビのコメンテーターとしておなじみの経済アナ
リスト、森永卓郎氏をお迎えして、『日本を元気にす
るライフスタイル』というテーマで講演会を開催し
ます。森永氏は経済以外にも金融や恋愛など、様々
な分野で論評を展開しています。これからの時代を
元気に生きていくための知恵が満載の講座です。
■受講料：500円（高校生以下無料）■定員：先着
700人■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、その他ポスターが掲示して
ある美祢市内各公共施設等
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

時間／16:00～

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

12月16日（土）

「灯り」の下でコンサート

防府音楽祭コンサートマスター景山誠治ほか出演
メンバーがイルミネーションをバックに音楽をお届
けします。 ■入場料：無料

防府

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/

美祢

萩

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

時間／12:02～16:00

会場／防府市内公認
　　　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

12月17日（日）

第48回防府読売マラソン大会
（兼）第18回日本視覚障がい
女子マラソン選手権大会

「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48回目となります。応援よろしくお願い
します。■観覧料：無料
問い合わせ先／防府市文化・スポーツ課
☎0835-25-2274
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/41/

時間／10:00～16:30

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

12月17日（日）

れきみんファミリーデー

昔なつかしい遊びや暮らしの道具などを体験でき
ます。12月はめんこ遊びと縄ないの体験ができま
す。■参加料：無料

山口

問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083‐924‐7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/

問い合わせ先／山陽小野田市中央図書館
☎0836-83-2870
□HP  http://library.city.sanyo-onoda.lg.jp

時間／9:50～16:50

会場／山陽小野田市中央図書館
　　　2F視聴覚室
          山陽小野田市栄町9-13

12月17日（日）
冬の映画祭

■内容：9:50～11：55こどもの部（幼児以上）「ころ
わんのおはなし」「フランダースの犬」、12:20～
16:50一般の部（高校生以上）「独裁者」「素晴らし
き哉、人生！」■入場料：無料■定員：各60人

山陽
小野田

防府
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宇部

会場／にぎわい宇部
　　　交流スペースほか
          宇部市中央町

12月23日（土・祝）

まちなか“エコ市場＆
アートマルシェ

時間／10:00～15:00
まちなかエコ教室、地元野菜の軽トラ市、子育てグッ
ズリユースコーナー、絵画・ポストカード・花かご展示
販売など。まちなかアートマルシェ、しばふ広場クリ
スマスパーティー、まちなかマルシェ、子どものため
のスタディツアー報告会も同時開催。■参加料：無料
問い合わせ先／銀天エコプラザ
☎0836-39-8110

宇部

会場／ときわ動物園
　　　（ニホンザル展示場前）
          宇部市則貞3-4-1

12月23日（土・祝）

突撃！ ときわの
サルごはん
～サルだって冬は
ほかほかごはん～

時間／13:00～13:30
ニホンザルの食性や動物の体温などについてガイ
ドします。また、温かいエサの食べ方を観察します。
■参加料：無料（入園料要）
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

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

12月23日（土・祝）

第11回やまぐち
少年少女合唱祭
in山陽小野田

時間／14:00～
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■チケット販売所：不
二輸送機ホール、山陽小野田市民館、山陽小野田
市中央図書館、各公民館

山陽
小野田

問い合わせ先／不二輸送機ホール（山陽小野田市文化会館）
☎0836-71-1000
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/bunka-kaikan/問い合わせ先／山陽小野田市厚狭図書館

☎0836-72-0323
□HP  http://library.city.sanyo-onoda.lg.jp/

時間／16:00～17:00

会場／山陽小野田市厚狭地区
　　　複合施設2F第1研修室
          山陽小野田市大字鴨庄94

12月17日（日）
クリスマスコンサート

■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

山陽
小野田

時間／13:30～15:30

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

12月17日（日）

雪小屋ランプを
つくろう

木材、紙やすり、絵具などで、LEDライトで光る小屋
型のランプを作ります。■参加料：1,000円■対象：
小学生以下と保護者■定員：先着15組■申し込み
方法：電話・はがき・FAX・メールのいずれか■申し込
み開始日：12月4日（月）
問い合わせ先／宇部市ときわミュージアム管理課
〒755-0025 野中3-4-29
☎0836-37-2888　FAX0836-37-2889
　museum@city.ube.yamaguchi.jp

宇部

時間／13:30～

会場／山口大学 工学部
          宇部市常盤台2-16-1

12月17日（日）

宇宙教育セミナー

山口大学とJAXAの研究者が人工衛星の利用・研
究について、分かりやすくユニークな講演を行いま
す。13：30～「宇宙技術の使い方」、14：30～「山
口県は宇宙県」、15：30～「宇宙から地球を見るリ
モートセンシング」■参加料：無料■定員：先着150
人■申し込み方法：FAXまたはメール■申し込み期
限：12月12日（火）
問い合わせ先／宇部市社会教育課
☎0836-37-2780　FAX0836-22-6071
　ed-shakai@city.ube.yamaguchi.jp

宇部

問い合わせ先／山陽オートレース場
☎0836-76-1115
□HP  http://www.sanyoauto.jp/

時間／10:00～17:00

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

12月22日（金）～24日（日）
ありがとう2017
～山陽オート謝恩開催～

日頃の感謝を込めて、山陽オートレース場に所属する
山陽支部全員が参戦する謝恩開催です。開催中は、
2018山陽オートカレンダー販売、最終日には「餅ま
き」など、各種イベントを実施いたします！是非、皆様
お誘い合わせの上、お越しください！ ■入場料：無料

山陽
小野田

時間／18:00～21:00

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

12月22日（金）～24日（日）

プロジェクション
マッピング
「スイーツ・クリスマス！」

アスピラートの1Fに登場するカラフルなスイーツの
プロジェクションマッピング！ デジタル&アナログの不
思議な世界です。登場するスイーツはLaPuAパティ
シエ協力のもと撮影・制作。まるで童話のような世界
が広がります。クリスマス限定のスイーツも会場で販
売予定！お楽しみに！ ■入場料：無料■休館日：火曜日
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/

防府

時間／13:00～15:00

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

12月21日（木）

ハーブを楽しむ会
クリスマスを楽しもう！

レモングラスでリース作り、ハンドクリーム作り■参加
料：1,600円■定員：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（日）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@gmail.com

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

1月6日（土）

プロムナードコンサート

時間／11:00～
アスピラートの建築空間を活かしたコンサート、お
気軽にどうぞ。■入場料：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／10：00～山頭火ふるさと館、
11：00～浄土真宗 本願寺派 酒谷山 萬行寺、
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～ルルサス防府2F

1月5日（金）

オープニング街角コンサート

時間／10:00～
防府音楽祭のために集結したアーティスト達が防
府の街のあちこちで奏でます。
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/

防府

防府

会場／防府市地域交流センター
　　　（アスピラート）
          防府市戎町1-1-28
　　　ルルサス防府
          防府市栄町1-5-1 

1月6日（土）

管打楽器特別公開クリニック

時間／13:30～15:00 
プロアーティストが直接指導します。■受講料：1人
1,000円、聴講料：500円■休館日：火曜日■定員：各
パート先着10人（トランペットは20人）■申し込み方
法：申込み用チラシまたはアスピラートHPにて詳細
をご確認ください（聴講生のみ当日申し込み可）。

防府宇部

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

12月24日（日）

スワッグ（壁かざり）を
つくろう！

時間／10:00～12:00
枝や木の実でスワッグ（壁かざり）を作ります。■参
加料：1,000円■対象：小学生以下と保護者■定員：
先着20組■申し込み方法：電話・はがき・FAX・メー
ルのいずれか■申し込み開始日：12月4日（月）
問い合わせ先／宇部市ときわミュージアム管理課　
〒755-0025 宇部市野中3-4-29
☎0836-37-2888　FAX0836-37-2889
　museum@city.ube.yamaguchi.jp

会場／きらら交流館
          山陽小野田市焼野海岸

12月24日（日）

クリスマスケーキ
「ブッシュ・ド・ノエル」を作ろう

時間／10:00～13:00
Le PetitPrince主宰の原口陽子さんを講師に迎え、ク
リスマスケーキを作ります。■対象：20歳以上■持参す
るもの：エプロン、ハンドタオル、保冷バッグ、保冷剤■
受講料：3,000円（材料費含む）■定員：先着8人■申し
込み方法：電話■申し込み開始日：12月5日（火）9:00

山陽
小野田

問い合わせ先／きらら交流館
☎0836-88-0200
□HP  http://www.kirara-k.jp/

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

12月23日（土・祝）、24日（日）

ソラールの
クリスマス2017

時間／9:30～17:00（入館は16：30まで）

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

防府

会場／道の駅「萩しーまーと」
          萩市椿東4160-61

12月27日（水）～31日（日）

萩・年末お魚市

時間／9:00～18：00
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
物野菜など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。 
問い合わせ先／道の駅「萩しーまーと」
☎0838-24-4937
□HP  http://seamart.axis.or.jp/contents/
　events/year-end/main.html

萩

会場／秋吉台家族旅行村
          美祢市秋芳町秋吉1237-553

1月1日（月・祝）

第5回 秋吉台
「龍護峰」への
ご来光トレッキング

時間／6:00～8:30
秋吉台家族旅行村を出発し、秋吉台「龍護峰」から
ご来光を観覧します。■料金：大人800円、小学生
500円■定員：先着30人■申し込み方法：電話
問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115
□HP  www.karusuto.com

美祢

会場／鋳銭司郷土館
          山口市鋳銭司1422

1月1日（月・祝）

鋳銭司郷土館 元日イベント

時間／9:00～17:00
鋳銭司郷土館では、幕末維新の時代に近代国家成立の
ために一生を捧げた幕末維新の先覚者「大村益次郎」
の遺品等の展示を行っています。2018（平成30）年は
「明治維新150年」「大村益次郎没後150年」の節目を
迎える記念すべき年です。その幕開けを記念して、鋳銭
司郷土館では元日イベントを開催します。入館された方
にプレゼントをご用意してお待ちしております。■プレ
ゼントその1：大村家の忠犬「大村角之助」マスコット（抽
選50人）■プレゼントその2：益次郎缶バッチ（先着150
名）■プレゼントその3：金・蔵六幸運扇子（指定した入館
者数に達した方）■入館料：一般100円。18歳以下、70
歳以上、障がい者および同行の介護者は無料 
問い合わせ先／鋳銭司郷土館
☎083-986-2368
□HP  http://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/141/

山口

クリスマスにちなんだ科学工作教室（1日3教室、う
ち2教室は随時工作。1教室のみ参加費200円※当
日整理券を購入、定員25人×4回）や、サンタとトナ
カイのショー、アニメ上映会など、楽しみながら科学
を学べるソラールのクリスマス企画です。■観覧料：
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

宇部

会場／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1

12月23日（土・祝）

クリスマスフェスタ

時間／16:00～
宇部吹奏楽団による演奏、園児によるダンスス
テージ、イルミネーションコンテスト表彰式、ゴスペ
ルライブほか■クリスマスプレゼント抽選会：19：
10～（抽選券配布15:00～大観覧車前本部テント
で先着1,000人、賞品：ANA、JAL山口宇部空港
⇔東京（羽田）線往復航空券やCOCOLAND朝食
付ペア宿泊券など）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園管理課
☎0836-54-0551



10

2017.12_Dec.

会場／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1-1-28 

1月8日（月・祝）

第17回防府音楽祭
ほうふニューイヤー
コンサート2018
ファイナルコンサート

時間／14:00～16:00 

新春をお祝いして「グローリア」の合唱で始まり、音楽監

督 田 中 雅 弘 の ソロ に よ る 、チェロ の た め の

「OKINAWA」 、第2部では世界で活躍する田村響によ

るピアノ協奏曲など、みんなが知っているあの曲やこの

曲が続々登場。音楽祭最終日を締めくくる、盛りだくさん

のファイナルコンサートをお楽しみください。■入場料：

指定席3,000円、自由席2,500円、高校生以下自由席

500円※1月7日 （日）わくわく夢の響演コンサートとの

セット券の販売もあり（防府市公会堂及びアスピラート

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/

防府

会場／防府市文化財郷土資料館

　　　2F展示室
          防府市桑山2-1-1 

1月13日 （土）～3月11日 （日）

企画展「西浦焼三代の美」

時間／9:30～17:00 

防府市西浦で花開き、

そして三代で消えて

いった幻の焼き物「西

浦焼」。地元愛好家の

コレクションに加え、当

館所蔵の逸品を一堂に

集め、「西浦焼三代の

美」を開催いたします。

西浦焼の美しき技と色

の世界をご堪能くださ

い。■観覧料：一般100

円（80円）、小中学生

50円（40円）※（）内は20人以上の団体料金■休館

日：月曜日（祝日の場合はその翌日）

問い合わせ先／防府市文化財郷土資料館

☎0835-25-2532

□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/40/

防府

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7 

1月7日 （日）

おいでマルシェ

時間／9:00～16:00 

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。

問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会

☎090-2312-0055

会場／秋吉台上ドリーネ畑周辺

1月14日 （日）

秋吉台山焼き火道づくり

時間／9:30～13:30 （受付は9:00～）

　　　※天候により中止する場合あり

秋吉台の原風景「秋吉台ドリーネ畑」の景観保全のため、

山焼き時に火や風が通りやすくなるように草木を刈りま

す。■参加料：1,500円（昼食・飲み物・傷害保険料込み）■

定員：先着20人（最少催行人数10人）■申し込み方法：電

話またはインターネット■申し込み期限：1月8日（月・祝）

山口

美祢

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／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1-1-28 

1月7日（日）

第17回防府音楽祭
ほうふニューイヤー
コンサート2018
わくわく夢の響演コンサート

時間／14:00～16:00 

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/

防府

会場／松陰神社
          萩市椿東1537 

1月8日（月・祝）

松陰神社勧学祭

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://hagishi.com/search/detail.php?d=900001

会場／おのだサンパーク
          山陽小野田市中川6-4-1 

1月6日（土）～8日（月・祝）

第9回やまぐち
名産品フェア

時間／9:30～18:00 （8日は17:00まで）

山陽小野田市をはじめとした近郊の名産品、県内外のグ

ルメ屋台も含め約50店舗が出店する食のフェアです。

問い合わせ先／山陽小野田観光協会

☎0836-82-1313

□HP  http://sunpark.co.jp/index.html

山陽
小野田

会場／山陽小野田市歴史民俗資料館

　　　2F展示室
          山陽小野田市栄町9-21

1月6日（土）～3月18日 （日）

企画展「学校の歴史
～地域と学校～」

時間／9:00～17:00

明治政府による「学制」が施行から現在の義務教育につな

がる山陽小野田市内の小・中学校の歴史について、歴史史

料や懐かしい校舎の写真などを通じて紹介する展覧会で

す。■休館日：月曜日、祝日、1月9日（火）、2月13日（火）

問い合わせ先／山陽小野田市歴史民俗資料館

☎0836-83-5600

□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/rekimin/

山陽
小野田

萩

前半は、田村響の心ふるわすピアノソロ、すぎやま

こういちと金管五重奏の楽しいお話と演奏をお届

けします。後半は、山口県在住の作曲家岡田昌大

が金子みす のゞ世界を独唱と合唱、オーケストラの

壮大な音楽で描いた作品、組曲「金子みすゞ」の初

演です。防府少年少女合唱団の演奏、そして名優

山本學のナレーションと朗読にもご注目ください。 

■入場料：指定席2,500円、自由席2,000円、高校

生以下自由席500円※1月8日 （月・祝）ファイナル

コンサートとのセット券の販売もあり（防府市公会

堂及びアスピラートのみ）※当日500円高、財団会

員各500円引■休館日：火曜日■申し込み方法：ア

スピラート窓口または電話■チケット販売所：アスピ

ラート、防府市公会堂、周南市文化会館、山口情報

芸術センター（山口市）、Ｃ・Ｓ赤れんが（山口市）、

チケットぴあ、ローソンチケット

のみ）※当日500円高、財団会員各500円引■休館日：

火曜日■申し込み方法：アスピラート窓口または電話■

チケット販売所：アスピラート、防府市公会堂、周南市文

化会館、山口情報芸術センター（山口市）、Ｃ・Ｓ赤れんが

（山口市）、チケットぴあ、ローソンチケット
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会場／防府市地域協働支援センター
　　　多目的ホール
　　　（ルルサス防府２F）
          防府市栄町1-5-1

1月27日（土）

協働によるまちづくり講演会
～みんなで支えあう
地域づくり～

時間／13:00～15:00
地域の課題や困りご
とを解決するための
手法のひとつ「協働」
と、みんなが安心して
暮らせる地域づくりの
ために大切なことに
ついて学ぶ講演会を
開催します。講師は帝
塚山大学名誉教授中
川幾郎氏。まちづく
り、地域づくりに苦心
している方、どう動き出せば良いか分からず悩んで
いる方、活動のヒントがきっと見つかります。講演会
の後には、参加者が意見交換できる座談会を行い
ます。（参加自由）■受講料：無料■定員：100人■

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

1月27日（土）

れきみんレコード倶楽部

時間／①11:00～12:00 ②14:00～15:00
山口市歴史民俗資料館所蔵のレコードを蓄音機で再生
します。曲は季節に関係するものです。■参加料：無料 
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083‐924‐7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/

山口

会場／山陽小野田市歴史民俗資料館
　　　2F小展示室
          山陽小野田市栄町9-21

1月26日（金）

ふるさと文化遺産
登録記念展示「高泊開作」
ギャラリートーク

時間／13:00～14:00
歴史民俗資料館学芸員によるギャラリートークを開
催します。 ■観覧料：無料 
問い合わせ先／山陽小野田市歴史民俗資料館
☎0836-83-5600
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/rekimin/

山陽
小野田

防府

問い合わせ先／秋吉台地域エコツーリズム協会
☎0837-63-0056
□HP  http://www.akiyoshidai-ecotour.org/home

会場／美祢市民会館大ホール
          美祢市大嶺町東分326-1

1月14日（日）

劇団はぐるま座公演
「動けば雷電の如く」

時間／14:00～
明治維新の先頭に立った高杉晋作と、原動力と
なった農民・町人たちの物語です。■チケット料金：
一般3,000円（3,500円）、中高生1500円
（1,800円）、小学生800円（1,000円）※（）内の
料金は当日料金■チケット販売所：道の駅おふく、
道の駅みとう、伊藤書店、Ｙショップ（伊佐店、豊田
前店、ひまわり、あつ店、於福店、湯の口店） 
問い合わせ先／劇団はぐるま座
☎083-254-0516

美祢

会場／春日神社
          防府市大字牟礼1354

1月20日（土）～22日（月）

大寒みそぎ

時間／①6:30～、②18：00～
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。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。
問い合わせ先／春日神社
☎0835-38-1185

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

1月14日（日）

れきみん企画展
「四季めぐる山口」
ギャラリートーク

時間／13:30～14:30
学芸員が企画展「四季めぐる山口」の展示解説を行ないま
す。■参加料：無料（入館料要）■入館料：一般100円。18歳
以下、70歳以上、障がい者および同行の介護者は無料
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083‐924‐7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/

山口

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

1月21日（日）

れきみんファミリーデー

時間／10:00～16:30
昔なつかしい遊びや暮らしの道具などを体験でき
ます。1月は正月遊びと炭火アイロンの体験ができ
ます。■参加料：無料
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083‐924‐7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/

山口

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

1月24日（水）～28日（日）

GⅡ第28回若獅子杯争奪戦

時間／10:00～17:00

若きオートレーサーの祭典・GⅡ若獅子杯争奪戦が
5日間にわたって開催されます。開催中は、各種イ
ベントを実施いたします！ 是非、皆様お誘い合わせ
の上、お越しください！ ■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/

会場／萩海運待合所前集合
          萩市東浜崎町139-1
          萩海運荷物引受所奥に10：00から
          無料駐車場を開放します
          （定期船出航後、施錠します）

1月21日（日）

大島まるまる体験ツアー

時間／11:00～17:10（受付は10：30～）
ブロッコリーの収穫体験とソバぼたもちづくり体験を
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。ソバぼたもちづくりの後、大島の郷
土料理（まぶり飯、ソバ団子入豚汁、ブロッコリー豆
腐サラダ、ブロッコリーコロッケ等）で昼食。昼食後、
ブロッコリー畑へ移動し、収穫体験。収穫したブロッ
コリーは全てお持ち帰りいただきます。その後に２
コースに別れて島内散策。公民館到着後は、コーヒー
等で休憩。特産品の販売も行います。■参加料：中学
生以上2,000円、小学生1,000円、幼児（3歳以上）
500円（昼食代、体験料込み）※別途船賃が必要にな
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で
①申し込み代表者の住所 ②氏名 ③連絡先 ④参加人
員数（参加料の区分毎）をお知らせください。■申し
込み期間：12月15日（金）～1月10日（水）
問い合わせ先／
大島出張所
☎0838-28-0584
大島公民館
☎0838-28-0595　FAX0838-28-1569

防府

萩

山陽
小野田

問い合わせ先／秋吉台国際芸術村事業企画課
☎0837-63-0020　FAX0837-63-0021
　info@aiav.jp
□HP  http://aiav.jp

会場／秋吉台国際芸術村ギャラリー
          美祢市秋芳町秋吉50

1月20日（土）～2月12日（月・祝）

あーと・ルーム
「ポスコン?!2018」

恒例のポストカードコンテスト。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。すべ
ての作品をギャラリーに展示します。■参加料：無
料■申し込み期限：1月12日（金）必着

美祢
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問い合わせ先／防府市市民活動推進課
☎0835-25-2253　FAX0835-25-2558
　suishin@city.hofu.yamaguchi.jp
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
　soshiki/5/kyoudou-forum.html

会場／美祢市民会館大ホール
          美祢市大嶺町東分326-1

1月27日（土）

NHKラジオ深夜便のつどい

時間／13:30～16:00
NHK「ラジオ深夜便のつどい」の公開録音を美祢市
で行います。深夜に安らぎや楽しさをお届けする「ラジ
オ深夜便」のアンカートークと講演会をお楽しみくださ
い。第1部『明日へのことば講演会』講師：福田靖（脚本
家）。大河ドラマ「龍馬伝」をはじめ、脚本家として手が
けてきた数々のドラマのエピソードを交えながら作品
に込めた思いを語っていただきます。第2部『アンカー
を囲むつどい』アンカー：迎康子、後藤繁榮■観覧料：
無料■申し込み方法：往復はがきのみによる観覧申し
込み※詳しい申し込み方法は美祢市HPをご覧くださ
い。■申し込み期限：1月9日（火）必着 
問い合わせ先／美祢市企画政策課「ラジオ深夜便のつどい係」
☎0837-52-1112
□HP  http://www2.city.mine.lg.jp

会場／宇部市文化会館 
          宇部市朝日町8-1 

2月18日（日） 

柳家喬太郎独演会

時間／15:30～ 
チケット入手が困難な噺家のひとり「柳家喬太郎」
の宇部初公演。古典落語・自作の新作落語と手掛け
る噺は幅広く、ご当地ネタを交えた爆笑マクラも楽
しみです！ ■入場料：一般3,500円（財団友の会
3,000円）、大学生以下2,000円 
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355

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

1月27日（土）～3月4日（日）

パネル展「すごいぞ！
日本の科学者たち」

時間／9:30～17:00（入館は16：30まで）
国際賞を受賞する日本の科学者は近年増えてお
り、科学の未来を示した功績が認められた方々は、
世界における日本の科学水準の高さを代表する存
在です。本展では、国際的に有名な賞であるノーベ
ル賞、日本国際賞、国際生物学賞を受賞した日本の
科学者の輝ける研究業績と略歴をパネルで紹介し
ます。■観覧料：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：2月12日（月・振休）を
除く月曜日、2月13日（火）
問い合わせ先／防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール）
□HP  http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp

防府

会場／萩・明倫学舎 ほか
          萩市江向602 

2月18日（日）

萩・幕末維新検定

時間／10:00～
「萩・幕末維新検定」
を受検してみません
か。明治維新150年
記念事業の一つとし
て2014（平成26）
年から続く検定も今
年が最後の開催とな
ります。今回は初級・
中級・上級の3コース
とも幕末・維新を学び
たい方ならどなたで
も挑戦できます。※
初めての方も上級・
師範コースを受検できます。■検定料（税込）：初
級・入門コース2,500円、中級・門下生コース
3,000円。上級・師範コース3,500円■申し込み方
法：萩市役所、各総合事務所備え付けの申込用紙
（萩・幕末維新検定HPからダウンロード可）を郵送・
FAX・メールのいずれかで送付。または萩・幕末維
新検定HP専用フォームから申し込み。■申し込み
期限：1月26日（金）

問い合わせ先／萩・幕末維新検定実行委員会
（萩市まちじゅう博物館推進課内）
☎0838-25-3290
□HP  http://machihaku.city.hagi.lg.jp/bakumatsuishin/

会場／天神町銀座商店街
          防府市天神1-6-37
　　　ルルサス防府
          防府市栄町1-5-1

1月28日（日）

冬の幸せますフェスタ
第13回 鍋－1グランプリ

時間／11:00～14:00

天神町銀座商店街及びルルサス防府を会場に「冬
の幸せますフェスタ 第13回鍋－1グランプリ」を開
催します。来場者の投票によって決定するグランプ
リを目指し、各団体が趣向を凝らしたオリジナル鍋
で勝負を挑みます。リピーターも多く、毎年大勢の
来場者で賑わう新春の恒例イベントです。■料金：
鍋によって異なる
問い合わせ先／鍋－1グランプリ実行委員会（防府商工会議所内）
☎0835-22-4352

防府

美祢

問い合わせ先／Mine秋吉台ジオパークマラソン大会事務局
（美祢市観光振興課）☎0837-52-1532
□HP  http://www2.city.mine.lg.jp/www/
　contents/1479458153025/index.html

会場／美祢市民会館大ホール
          美祢市大嶺町東分326-1

4月15日（日）

出張！なんでも鑑定団
in美祢 

時間／13:00～（予定） 
美祢市市制施行10周年を記念して、「出張！ なん
でも鑑定団in美祢」が開催されます。あなたのとっ
ておきの『お宝』を鑑定してもらいませんか。時代、
ジャンルは問いません。これはという『お宝』をぜひ
ご応募ください。また併せて観覧も募集しています
ので、ご応募お待ちしています。■鑑定出場料およ
び観覧料：無料■申し込み方法：鑑定申込書は市
HPよりダウンロード。観覧申し込みは往復はがき
のみ受付　※詳細は美祢市HPをご覧ください。■
申し込み期限：鑑定申込期限は2月9日（金）、観覧
応募期限は3月1日（木）当日消印有効
問い合わせ先／美祢市秘書課政策調整係
☎0837-52-1311
□HP  http://www2.city.mine.lg.jp

美祢

萩

宇部

日本ジオパークに認定された山焼き後の秋吉台を
舞台に第10回Mine秋吉台ジオパークマラソンが
開催されます。ゲストランナーには「駅伝ハンター」
の異名をとった早田俊幸さん（元カネボウ陸上部）
と田布施町出身の木村勇貴選手（NTT西日本所
属）も参加されます。魅力がいっぱいの秋吉台で皆
さん一緒に走りませんか。ご応募お待ちしています 
■参加料：ファミリー・高校生以上3,500円、小・中
学生 1 , 7 0 0 円■申し込み方法：大会H P
「RUNNET」にてインターネットエントリーまたは
専用振替用紙　※詳細は美祢市HPをご覧くださ
い。■申し込み期限：インターネットエントリーは1月
9日（火）、専用振替用紙は1月4日（木）消印有効

会場／秋吉台緑地公園
          （秋吉台展望台周辺）

3月4日（日）

第10回Mine秋吉台
ジオパークマラソン

時間／8:00～

美祢

応募要件：どなたでも■申し込み方法：電話・FAX・
メールのいずれか※協働によるまちづくり講演会
へ参加希望である旨と参加希望人数をお知らせく
ださい。■申し込み期限：1月18日（木）
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