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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

ポスコン？！ 2018
1月20日（土）～2月12日（月・振休）

山陽小野田市
P i c k  U p

第9回やまぐち
名産品フェア

1月6日（土）～8日（月・祝）

萩市

萩・明治維新150年
オープニングイベント
「学ぼう萩・学ぼう維新」

1月27日（土）

津和野町

映画
「ふたりの
桃源郷」
上映会

1月21日（日）

山口市

第22回ニューイヤー
バンドフェスティバル2018

1月20日（土）

防府市

大寒みそぎ
1月20日（土）～22日（月）宇部市

P i c k  U p
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名高い地蔵尊に
願掛け巡り

1月24日（水）
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会場／青木周弼旧宅
          萩市南古萩町2

萩

1月18日（木）まで

押花絵展 花遊

時間／9:00～17:00
萩の花々を押花にして作る押し花絵の展示です。
先着100人に「花遊特製しおり」をプレゼントしま
す。■観覧料：100円
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

1月31日（水）まで

企画展
「御屋形周辺の防衛
～市北部南部の
史跡の役割」

時間／9:00～17:00

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

1月28日（日）まで

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

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／防府市中心市街地一帯

防府

1月8日（月・祝）まで

冬の幸せますフェスタ
“光と音のページェント
2017”

時間／17:00～22:00
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
☎0835-22-4352（防府商工会議所内）

はなゆう

会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

1月8日（月・祝）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
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/

会場／山口県立萩美術館・浦上記念館
          萩市平安古町586-1

1月8日（月・祝）まで

明治維新150年・
萩陶芸家協会設立
25周年記念展
茶陶の現在-2018

時間／9:00～17:00（入場は16：30まで）
「一楽、二萩、三唐津」と謳われて、茶陶の名窯とし
て知られた萩焼の現在を、現代陶芸における茶陶
制作のなかに位置付ける展覧会です。現代におけ
る茶陶の制作は、歴史的窯業地における素材や技
術を受け継いだ伝統的表現性ばかりでなく、日本

問い合わせ先／萩陶芸家協会事務局（萩市商工振興課）
☎0838-25-3638
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/
　exhibition/special/2017/12/028679.html

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

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

1月3日（水）まで

NPO萩まち博
年末年始のおもてなし

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…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などをプレゼント（毎日
50人限定）■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など

問い合わせ先／NPO萩まちじゅう博物館事務局
☎0838-25-3177

萩

萩

萩

陶磁の古典と見なされる桃山陶器やモダンデザイ
ンの造形性に触発された、道具でありながらそれ
が立体造形であることを強く意識した作品づくりと
して展開されています。本展は、茶陶の現在を、
「なり」「ころ」「ようす」といった侘数寄の伝統的
な美的価値基準はもとより、素材の物質性や革新
的技術さらには茶事のイメージなど、現代社会にお
ける茶陶造形の多様性とともに紹介します。■観
覧料：無料■休館日：1月1日（月・祝）
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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

防府

1月6日（土）

プロムナードコンサート

会場／山陽小野田市歴史民俗資料館
          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、1月1日（月・祝）～5日
（金）、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
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

4月8日（日）まで

企画展
「萩の鉄道ことはじめ」

時間／9:00～17:00（入館は16：30まで）
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。■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

会場／鋳銭司郷土館
          山口市鋳銭司1422

山口

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人）■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/

会場／山口県立萩美術館・浦上記念館
          萩市平安古町586-1

1月2日（火）、3日（水）

山口県立萩美術館・
浦上記念館
「お正月は
美術館へ行こう!」

時間／9:00～17:00（入場は16：30まで）
新年は1月2日から開館!! イベントはすべて無料。
皆さまのご来館をお待ちしています。※普通展示の
ご鑑賞には観覧券が必要です。■新春ミュージア
ムコンサート・大板山たたら太鼓【日時】1月2日
（火）11:00～※小雨決行（荒天の場合は中止）【場
所】美術館入口【出演】大板山たたら太鼓同好会
【内容】年明けにふさわしい迫力ある和太鼓の演奏
をお楽しみください。・萩高校合唱部卒業生による
合唱【日時】1月3日（水）14：00～【場所】エントラン
スロビー【出演】「Fiore Hagi]、萩男声合唱団「A」
【内容】萩高校合唱部卒業生を中心に結成された女
声・男声合唱団による歌声をお届けします。《1月2
日（火）、3日（水）両日開催イベント》■ちょるると
お正月【内容】ちょるるが美術館にやって来ます。
一緒に記念写真を撮りませんか？ ※カメラ・スマ
ホ等をご持参ください。【時間】①10：30～②11：
45～③13:30～④15：00～（両日共通、各回30
分）【場所】エントランスロビー■美術館で運だめし
【内容】展覧会観覧者を対象としたくじ引きを行
い、空くじなしでミュージアムグッズを進呈します。
【場所】受付■お正月伝統遊びコーナー【内容】福
笑い、双六など懐かしいお正月のおもちゃで遊んだ
り、ミニ凧を作ったりして楽しみます。【場所】エント
ランスロビー■新成人おめでとう企画【内容】成人
式を迎える皆様は普通展示を無料でご覧いただけ
ます。【期間】1月2日（火）～1月8日（月・成人の日）
【対象】2018（平成30）年に成人式を迎える、
1997（平成9）年4月2日～1998（平成10）年4月
1日生まれの皆さま※山口県外に在住の方も対象
となります。※受付にて生年月日がわかるもの（学
生証、保険証など）をご提示ください。

問い合わせ先／山口県立萩美術館・浦上記念館
☎0838-24-2400
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/
　exhibition/2018/01/

防府

1月5日（金）

オープニング
街角コンサート

時間／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
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/

山陽
小野田

萩

萩

山口市内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、1月1
日（月・祝）～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/

会場／津和野町郷土館
          津和野町森村ロ127

3月19日（月）まで

津和野町郷土館
コレクション展

時間／8:30～17:00
津和野町郷土館では、現在「喜多村知と和野の画
家たち」展を行っています。喜多村知（1907～
1997）は津和野出身で、戦前から全国的に活躍し
た洋画家です。戦時中には津和野に疎開し、当時の
津和野高等女学校で美術教師を務めていました。
今年はちょうど没後20年にあたり、島根県立美術
館（松江市）や島根県立石見美術館（益田市）でも
特別展が開催されているところです。津和野ゆかり
の人物でありながら、津和野ではあまり見ることの
ない作品の数々です。この機会にぜひご来場くださ
い。■観覧料：一般400円、中高生300円、小学生
150円■休館日：火曜日（祝日の場合は翌日）
問い合わせ先／津和野町郷土館
☎0856-72-0300
□HP  http://www.tsuwano.net/www/contents/
　1000000021000/index.html

津和野
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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

防府

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／開場13：30  開演14：00
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（防府市公会堂およびアスピラートのみ）※財
団会員各500円引 ※当日500円高■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
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／松陰神社
          萩市椿東1537

萩

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／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

防府

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■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）。

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/

時間／11:00～
アスピラートの建築空間を生かしたコンサート、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／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（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！ ■入場料：無料
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

会場／山陽小野田市歴史民俗資料館
          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」が施行されてから現在の義
務教育までにつながる山陽小野田市内の小・中学
校の歴史史料や懐かしい校舎の写真などを通じて
紹介する企画展です。当館学芸員によるギャラリー
トークを1月14日（日）10：00～10：30、14：00～
14：30に開催します。■入場料：無料■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/rekimin/

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

1月7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。

問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055

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

防府

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／開場13：30  開演14：00
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
堂およびアスピラートのみ）※財団会員各500円
引※当日500円高■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：

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/

山陽
小野田

山陽
小野田

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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

1月11日（木）～21日（日）

植物文化作品展

時間／9:00～17:00（最終日は16：00まで）
織物・染色・リース・植物画・ハーブクラフト・手工芸
品など、植物を素材・題材にしたアート作品の展示。
■参加料：無料■休館日：火曜日
問い合わせ先／宇部市ときわミュージアム管理課
☎0836-37-2888

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

1月13日（土）～2月4日（日）

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9回花の絵
手紙大賞」応募作品を展示します。■参加料：無料
■休館日：火曜日
問い合わせ先／宇部市ときわミュージアム管理課
☎0836-37-2888

会場／萩市民館
          萩市江向495-4

萩

1月14日（日）

未来のハンター
応援プロジェクト

時間／13:00～16:00
有害鳥獣捕獲や
狩猟の担い手で
あるハンターの
減少・高齢化に
歯止めをかける
ため、これから
ハンターを目指
す方を応援する
ためのイベント
を開催します。
楽しいお話や
ワークショップ
を通じて、狩猟
の魅力・社会的
役割を余すとこ
ろなく紹介し、自然を身近に感じていただくととも
に鳥獣保護管理の担い手の育成を目的としていま
す。体験型イベントです。お子様や女性にも楽しん
でいただける内容ですので、ふるってご参加くださ
い。■講演会「森の番人 ハンターになろう!」講師：
岐阜県ジビエ推進専門指導員・青山まゆ氏、毛皮や
羽根を使ったクラフト体験、地元猟師さんが捕獲し
たジビエ料理の試食、模擬銃を使ったハンティング
体験、狩猟免許取得相談コーナー、猟師さんが使う
猟具の展示。■参加料：無料
問い合わせ先／萩市農林振興課
☎0838-25-4194
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/
　45/h20869.html

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

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/

会場／美祢市民会館大ホール
          美祢市大嶺町東分326-1

美祢

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1,500円
（1,800円）、小学生800円（1,000円）※（ ）内は
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

会場／山陽小野田市中央図書館
          山陽小野田市栄町9-13

1月14日（日）

中央図書館・放送大学連携
公開講座
「考えることの面白さ」

時間／15:15～16:45
「考えること」は人間にとって一番大切な営みで
す。そもそも「人として生きること」の根本に、この
「考えること」が含まれています。古今東西の名著
を手掛かりに「生きること」そして「考えること」を
一緒に具体的に掘り下げてみませんか。■講師：岡
村康夫（山口学習センター所長）■受講料：無料■
定員：先着25人■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
問い合わせ先／放送大学（山口学習センター）
☎083-928-2501　FAX083-928-2503
　yamasc35@ouj.ac.jp

美祢

1月14日（日）、2月4日（日）

秋吉台山焼き火道づくり

山陽
小野田

会場／渡辺蒿蔵旧宅
          萩市江向5

萩

1月9日（火）～14日（日）

手づくりたこの展示

時間／9:00～16:30
日本のお正月の伝統行事である「たこあげ」の手作りた
こを展示します。歴史ある渡辺蒿蔵旧宅とともにお楽し
みください。■製作者：久保田勝一さん■観覧料：無料
問い合わせ先／渡辺蒿蔵旧宅
☎0838-22-1055

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

1月10日（水）

ハーブ公開講座

時間／13:30～15:30
おいしい料理が楽しめるハーブや香り高いスパイ
スセットを作ります。■参加料：1,000円■定員：先
着25人■申し込み方法：電話またはFAX■申し込
み期間：1月4日（木）～8日（月・祝）
問い合わせ先／宇部市ときわミュージアム管理課
☎0836-37-2888　FAX0836-37-2889

会場／萩市内各所

萩

1月10日（水）～3月31日（土）

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）を発行します。パス
ポートでは、「萩まちじゅう味めぐり 萩温泉郷湯め
ぐりキャンペーン」と題し、市内の飲食店・お土産店
と日帰り温泉施設をご紹介。また、2015（平成27）
年に世界遺産登録された「明治日本の産業革命遺
産」や、観光施設などを紹介します。萩市観光協
会、萩温泉旅館協同組合、東萩駅観光案内所、萩
市観光課、協賛施設等で無料配布。

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
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会場／萩市民館
          萩市江向495-4

萩

1月20日（土）

萩・明治維新150年
オープニングイベント
開会式

時間／13:00～15:00
節目の年の幕
開けを萩の地
から全国へ！ 
2 0 1 8（平成
30）年は、いよ
いよ明治維新
150年の大き
な節目の年で
す。この幕開け
を飾るオープ
ニングイベント
が 1 月 2 0 日
（土）から始ま
ります。期間中
はさまざまなイ
ベントを開催す
る予定です。皆さんのご来場をお待ちしています。
■開会宣言■「萩・魅力PR大使」任命式等■アトラ
クション：大板山たたら太鼓同好会、維新劇
「SHOWIN」■記念講演 講師：山田稔（山口県立山
口博物館学芸課長） 来場された方に「萩ジオ鍋」の
お振る舞い■参加料：無料
問い合わせ先／萩市企画政策課
☎0838-25-3102
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/site/meijiishin150/

会場／山陽小野田市民館文化ホール
          山陽小野田市栄町9-25

1月20日（土）

精神保健福祉講座

時間／13:45～15:30
山口大学医学部附属病院精神科神経科特命教授の渡
邉義文氏を講師に迎え、講座を開催します。こころに病
をもつ方や発達障がいのある方が、住み慣れた地域で

会場／山陽小野田市中央図書館
          山陽小野田市栄町9-13

1月20日（土）

読書ボランティア
養成講座〈初級編〉

時間／13:30～15:00
初めてでも安心! 読み聞かせ、紙芝居の技術を学
べます。■対象：読み聞かせ、紙芝居に興味のある
人（読み聞かせの経験がない人または5年未満の
人）■受講料：無料■定員：先着20人■申し込み方
法：中央図書館窓口または電話
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/

山陽
小野田

山陽
小野田

会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

1月14日（日）～3月5日（月）

企画展
「山頭火ふるさと館
コレクション展示
～山頭火の『旅空』～」

時間／10:00～18:00
行乞の旅をしながら多く
の句を詠んだ種田山頭火
の句には、空に関わる俳
句が多く見られます。今回
の企画展では、山頭火や、
同じく旅をしながら自由律
俳句を詠んだ河東碧梧
桐・荻原井泉水の句のう
ち、空に関わるものを紹介
し、みなさまを旅へと導き
ます。■関連イベント 学
芸員によるギャラリー
トーク:1月20日（土）、2月
3日（土）、17日（土）、3月
3日（土）14：00～ ※予約
は不要です。■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/

会場／津和野町郷土館
          津和野町森村ロ127

津和野

1月17日（水）～3月19日（月）

津和野町郷土館特別展
「津和野藩主
亀井家と永明寺」

時間／8:30～17:00
津和野町郷土館では、亀井家墓所の国史跡指定を
記念して特別展を行います。本展では永明寺に残
された書画や古文書など貴重な歴史資料を通し

問い合わせ先／津和野町郷土館
☎0856-72-0300
□HP  http://www.tsuwano.net/www/contents/
　1000000021000/index.html

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

1月18日（木）

ハーブを楽しむ会
アロマ教室

時間／13:00～15:00
疲れやストレスを癒やすアロマを作ります。■持参
品：エプロン、三角巾、筆記用具■参加料：1,600円
■定員：20人■申し込み方法：電話・FAX・メール・は
がきのいずれか■申し込み期限：1月15日（月）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
〒754-1311 宇部市大字小野7025
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@gmail.com

会場／宇部市文化会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

1月19日（金）～21日（日）

郷土を考えるシリーズ展
「福原氏と幕末維新」

時間／9:00～18:00
江戸時代の宇部の領主福原氏と幕末維新期の宇
部に関する展示会です。■観覧料：無料
問い合わせ先／学びの森くすのき
☎0836-67-1277

会場／山口市民会館
          山口市中央2-5-1

山口

1月20日（土）

第22回ニューイヤー
バンドフェスティバル
2018

時間／10:00～16:00
小学生から社会人までの、市内で活躍する吹奏楽・
管弦楽の団体が集い、様々な楽曲を披露する
ニューイヤーコンサートです。■入場料：無料
問い合わせ先／山口市民会館
☎083-923-1000
□HP  http://yamaguchi-civichall.com/

会場／秋吉台上ドリーネ畑周辺

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易くなるように草木
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：各1月9日（火）、1月30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
□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

て、古刹永明寺と藩主亀井家との関わりを紹介しま
す。■観覧料：一般400円、中高生300円、小学生
150円■休館日：火曜日（祝日の場合は翌日）
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会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

1月20日（土）、21日（日）

ワカサギ釣り体験

時間／9:30～14:00
手こぎボートに乗ってワカサギ釣りをしませんか。
詳しくはHPをご覧ください。■参加料：1,500円■
定員：各10人■申し込み方法：電話・FAX・メールの
いずれか■申し込み期限：1月18日（木）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@gmail.com
□HP  http://actvillageono.wixsite.com/onomirai

会場／春日神社
          防府市大字牟礼1354

防府

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。■参加料：無料
問い合わせ先／春日神社
☎0835-38-1185

会場／山陽小野田市
　　　小野田商工会議所
          山陽小野田市中央2-3-1

1月20日（土）、27日（土）

創業のきほんの
“き”セミナー

時間／13:30～16:30
創業や事業継承を考えているけど、何をどうしたら
良いのかわからない人を対象に、事業を開始する
ためのポイントやノウハウについて、創業支援の専
門家がわかりやすく解説します。2日間のセミナー
で創業「きほんの“き”」を学んで頂き、あなたの
「夢」を語り合える企画にしました。セミナー終了後
も引き続き創業へのお手伝いをします！ 一緒に創
業の「夢」を叶えましょう。■対象：将来お店をやっ
てみたい人、開業しているけど創業セミナーを聞い
てみたい人■講師：1日目／伊藤勝彦（シンプルシ
ステム株式会社代表取締役）、2日目／小平敏彦
（税理士法人いそべ共同代表）■参加料：無料■定
員：先着30人■申し込み方法：山陽小野田市商工労
働課、商工会議所に備え付けの申込書に必要事項
を記入し申込先へ提出（FAXでも可）※申込書は
山陽小野田市HPからダウンロードできます。
問い合わせ先／小野田商工会議所
☎0836-84-4111　FAX0836-84-4180
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.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

美祢

1月20日（土）～2月12日（月・振休）

ポスコン？！ 2018

山陽
小野田

問い合わせ先／山陽小野田市障害福祉課
☎0836-82-1170　FAX0836-82-1210
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/

会場／森の駅
          美祢市大嶺町奥分三ツ杉

美祢

1月20日（土）

ジオカフェ

時間／14:00～16:00
今回のジオカフェのテーマは『大嶺炭田』です。みなさ
んの写真や思い出の品などありましたら、ぜひお持ち
寄りください。みんなで大嶺炭田の思い出を語り合い
ましょう（コーヒー・お菓子付き）。■参加料：300円■
申し込み方法：電話■申し込み期限：1月19日（金）
問い合わせ先／Mine秋吉台ジオパーク推進協議会
☎0837-63-0055
□HP  http://mine-geo.com

会場／山口市立中央図書館
          山口市中園町7-7

山口

1月20日（土）

やまぐち歴史講座
2017
図書館薩長同盟講演会
「薩長同盟 その後」
～倒幕の流れを
加速させた
ふたつの雄藩～

時間／14:00～16:00
■講演と対談:鹿児島市尚古集成館館長松尾千歳
氏、山口市郷土史家松前了嗣氏■内容：1866（慶
応2）年1月21日に成立した「薩長同盟」。この密約
により長州藩は、6月に始まった「四境戦争」で戦い
を有利に進め、幕府の大軍を退けました。そして翌
年には薩長連合軍が三田尻に集結。倒幕への流れ
はさらに加速して行きました。■参加料：無料■定
員：先着400人
問い合わせ先／山口市立中央図書館
☎083-901-1040
□HP  http://www.lib-yama.jp

安心して過ごせるように理解を深め、地域でできるサ
ポートについて学びます。■演題：「精神疾患と生活能
力について～発達障がいの特性も知ろう～」 ※手話通
訳者と要約筆記者を配置しています。車椅子席もあり
ます。■受講料：無料■定員：先着500人■応募要件・申
し込み方法：電話またはFAX。電話での申し込みの際
は、氏名・生年月日・電話番号・車椅子席の希望の有無
をお伝えください。※申込書は山陽小野田市HPからダ
ウンロードできます。■申し込み期限：1月12日（金） 時間／10:00～17:00

恒例のポストカードコンテスト「ポスコン？！」。はが
きサイズで表現できるものなら、「言葉」「絵画」
「写真」など、ジャンル・手法は問いません。応募作
品はすべて芸術村ギャラリーで展示するほか、優
秀作品にはポスコン賞をはじめ、様々な賞を用意し
ています。授賞式：優秀作品の発表と授賞式を行い
ます。優秀作品は芸術村HPで公開します。■日時：
１月28日（日）13:20～■参加料：無料■申し込み
方法：はがきサイズの作品の裏面に住所・氏名・年齢
（高校生以下は学校名と学年）・電話番号・e-mailを
明記のうえ、秋吉台国際芸術村まで郵送か持参し
てください。■応募締め切り：1月12日（金）必着
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

会場／琴崎八幡宮バス停集合
          宇部市琴崎町

宇部

1月21日（日）

てくてくまち歩き
古地図を片手に
まちを歩こう

時間／9:50～12:00
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：先着40人■申し込み方
法：電話またはFAX■申し込み期限：1月19日（金）
問い合わせ先／宇部市観光推進課
☎0836-34-8353　FAX0836-22-6083

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

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

1月25日（木）

小野田医師会
健康ミニ講座

時間／14:00～15:00
長沢病院の長沢英明院長を講師に迎え、「高齢者
の慢性期医療」についての講座を開催します。■聴
講料：無料■定員：先着80人 

問い合わせ先／山陽小野田市健康増進課
☎0836-71-1814

山陽
小野田

会場／JR宇部新川駅集合
          宇部市上町1-7-7

宇部

1月24日（水）

名高い地蔵尊に
願掛け巡り

時間／8:40～14:35
■行程：宇部新川駅⇒片倉バス停⇒北向地蔵尊⇒
片倉バス停⇒ときわ公園入口バス停⇒飛上り地蔵
尊⇒石炭記念館展望台⇒ランチ⇒ときわミュージ
アムバス停⇒宇部新川駅■持参品：タオル、飲み物
など■参加料：2,000円（バス代・昼食代含む）■定
員：先着50人■申し込み方法：電話またはFAX■申
し込み期限：1月22日（月） 
問い合わせ先／宇部市観光推進課
☎0836-34-8353
FAX0836-22-6083

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）

浜のてんぷら屋
presents
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／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

1月24日（水）～4月15日（日）

企画展Ⅱ
「山口盆地考2018
．．．．．吹き来る風が．．．．．」

時間／9:00～17:00
山口現代芸術研究所（YICA）とのコラボレーション
企画。自由な発想と多様な素材による現代アートを
展示します。中也の「帰郷」では「あゝ  おまへはなに
をして来たのだ」と問われます。現代アートの「風」
に触れて、山口盆地について一緒に考えてみませ
んか。■入館料：一般320円、学生210円■休館日：
月曜日（祝日の場合は翌日）、毎月最終火曜日 
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

山陽
小野田

会場／青原公民館
          津和野町青原267-3

津和野

1月21日（日）

映画
「ふたりの桃源郷」
上映会

時間／①10:00～11:30
　　　②14:00～15:30
　　　③19:00～20:30
青原地域まちづ
くり委員会・青
原公民館の共
催事業により
「青原まちづく
り映画会」を開
催します。「ふた
りの桃源郷」
は、山口県のあ
る夫婦と家族の
姿を追い続けた
作品です。夫婦
とは、家 族と
は？ 誰もが自分や家族に重ねずにはいられない25
年間の貴重なドキュメンタリー映画です。この機会
にぜひご覧ください。■鑑賞料：540円、津和野町
民300円

問い合わせ先／青原公民館
☎0856-75-0039

会場／防府市文化福祉会館
          防府市緑町1-9-2

防府

1月21日（日）

「家庭の日」
親子ふれあいイベント

時間／10:30～14:30
山口県では、家族が一緒に過ごすことを目的として
毎月第3日曜日を「家庭の日」とされています。防
府市では、「家庭の日」運動を推進するため、山口
短期大学（プロジェクトチーム「ちゃすむんき～」）と
の協働により、「家庭の日」親子ふれあいイベント
を開催します。■１月の内容：◎フリスビーを作ろう
◎お正月あそび◎やまたんシアター■参加料：無料
問い合わせ先／防府市教育委員会教育部生涯学習課
☎0835-23-3013
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
　soshiki/39/kateinohi-oyakofureai.html

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）

萩

1月21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コースに分かれて島内散策。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
■応募要件・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
込み期限：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

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

1月21日（日）

小野湖
オシドリウオッチング

時間／13:30～16:00
小野湖でのオシドリ観察と講義■参加料：無料■持
参品：防寒着、筆記用具■定員：30人
問い合わせ先／宇部野鳥保護の会事務局
☎0836-51-4664
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会場／美祢市民会館大ホール
          美祢市大嶺町東分326-1

美祢

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／防府市青少年科学館（ソラール）
          防府市寿町6-41

防府

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

会場／ときわ公園東駐車場
          宇部市沖宇部254

宇部

1月28日（日）

ときわ公園
フリーマーケット

時間／8:00～14:00
約300店が出店。飲食店もあります。
問い合わせ先／ときわ公園フリーマーケット事務局
☎090-5701-4781

会場／天神町銀座商店街、
　　　ルルサス防府

防府

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
参加団体が工夫
をこらしたオリジ
ナル鍋を調理・販
売します。来場者
の投票により、グ
ランプリを決定し
ます。■料金：1杯
300円程度

問い合わせ先／天神ピア・まちづくり防府
☎0835-22-4930

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

〇

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／13:30～14:00
当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/

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

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
当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/

会場／ときわ動物園
　　　（フサオマキザル展示場前）
          宇部市則貞3-4-1

宇部

1月27日（土）

突撃！ ときわの
サルごはん
～箱の中身は
なんだろな？～

時間／13:00～13:30
フサオマキザルの食性や生態、サルの手足のつくりに
ついてガイドします。また、代表者は展示場内でエサ
をセットする手伝いが体験できます。■参加料：無料
（動物園入園料が必要）
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

会場／萩市民館
          萩市江向495-4

萩

1月27日（土）

萩・明治維新150年
オープニングイベント
「学ぼう萩・学ぼう維新」

時間／13:30～15:00
節目の年の幕開
けを萩の地から全
国へ! 2018（平
成30）年は、いよ
い よ 明 治 維 新
150年の大きな
節目の年です。こ
の幕開けを飾る
オープニングイベ
ントが1月20日
（土）に始まり、期
間中はさまざまな
イベントを開催す
る予定です。皆さんのご来場をお待ちしています。■
イベント内容：「松陰先生のことばを伝えよう!」優秀
チーム朗唱披露・入賞チーム表彰・萩博物館学芸員
による「なぜ? なに? 明治維新」トークショー ゲス
ト：波田陽区（山口県出身）、サンシャイン池崎（鹿児
島県出身）■参加料：無料 
問い合わせ先／萩市企画政策課
☎0838-25-3102
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/site/meijiishin150/

会場／山陽小野田市中央図書館
          山陽小野田市栄町9-13

1月27日（土）

やまぐち歴史
おでかけ講座
「幕末維新史概説
～山陽小野田編～」

時間／13:30～15:00
明治維新150年を迎えた2018年、山陽小野田市と関
係が深い幕末維新期の出来事を紹介していきます。■
対象：高校生以上■講師：溝口純一（山陽小野田市歴史
民俗資料館学芸員）■受講料：無料■定員：先着80人　
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/

山陽
小野田

山陽
小野田
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会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

2月4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／鋳銭司郷土館
          山口市鋳銭司1422

山口

2月4日（日）

第1回鋳銭司郷土館
歴史講座
「大村益次郎の
書簡を読む1」

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。講師は山本栄一郎氏（山口歴史研
究会会長）です。■2月11日（日・祝）：第2回「大村
益次郎の書簡を読む2」■2月18日（日）：第3回「大
村益次郎と西郷隆盛」と題しご講演いただきます。
■受講料：無料■定員：先着30人■応募要件：第1
回～3回連続で受講できる方■申し込み方法：電話
■申込受付開始日：1月18日（木）
問い合わせ先／鋳銭司郷土館
☎083-986-2368
□HP  http://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/141/

会場／阿知須商店街周辺
          山口市阿知須3425

山口

2月8日（木）～12日（月・振休）

阿知須
ひなもんまつり&
ぷち街角ぎゃらりー

いぐら造りの町並みと商店街において、地域の
方々と協力しながら既存店舗や空き店舗、民家、
公民館等に阿知須の「ひなもん」、和紙人形、絵
手紙、手作り小物等の手作りアート作品を展示し
ます。
問い合わせ先／山口県商工会阿知須支所
☎0836-65-2129

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

防府

2月1日（木）、8日（木）、
15日（木）、22日（木）

図書館ボランティア
養成講座

時間／13:30～15:00
図書館でボランティアをしてみませんか? 興味は
あるけど内容が想像できないという方、ぜひ本講
座を受講ください。1回だけの受講もOKです。■2
月1日（木）：図書館ボランティアへの一歩（講師：田
澤明子）■2月8日（木）：30年前の学校図書館の映
像から“いま”を学ぼう（講師：梅本恵）■2月15日
（木）：比べてみよう絵本・子どもの本～子どもに本を
渡すためにpartⅥ～（講師：河井律子）■2月22日
（木）：図書館ボランティア活動に役立つ基礎知識
（講師：森川信夫）■受講料：無料■定員：先着40人
■申し込み方法：はがき・FAXの場合①住所②氏名
（ふりがな）③電話番号を明記、または来館のいず
れか。電話不可
問い合わせ先／防府市文化振興財団（防府図書館）
防府市栄町1-5-1 ルルサス防府3階
☎0835-22-0780　FAX0835-22-9916
□HP  http://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

2月1日（木）～28日（水）

企画展
「漢詩墨痕
～維新男子の
センチメンタル」
第Ⅰ期 藩政府男子の巻

時間／9:00～17:00
料亭菜香亭の所蔵品より、幕末維新に関係する人
物の漢詩の軸書を展示し、維新を成し遂げた人物
の感傷的な側面と教養（漢詩が詠めること、墨書が
書けること）を知って頂く企画展です。第Ⅰ期は藩政
府で活躍した杉孫七郎、野村素介、井上馨、山田顕
義の漢詩書を展示します。■観覧料：大人100円、
小人50円■休館日：火曜日
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~saikou/

山陽
小野田

会場／厚狭地区複合施設
          山陽小野田市大字鴨庄94

2月3日（土）

「小倉百人一首」
かるた教室

時間／10:00～12:00
元かるたクイーンの今村美智子さんを講師に迎え、
かるた教室を開催します。競技かるたの説明や体
験、坊主めくりなど初心者でも楽しめる教室です。
■参加料：無料 ■定員：先着20人（小学生以上） ■
申し込み方法：厚狭図書館窓口または電話
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/

会場／山口県教育会館
          山口市大手町2-18

山口

2月3日（土）

講演会「山口を守る
山城・高嶺城跡」

時間／10:00～12:00
「続100名城」に選定された高嶺城跡の歴史と構
造についての講演会です。■聴講料：無料■定員：
先着500人
問い合わせ先／山口市文化交流課市史編さん室
☎083-973-2438
□HP  http://www.city.yamaguchi.lg.jp/
　soshiki/23/34014.html

会場／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

1月28日（日）

「アーティスト・
イン・レジデンス
trans_2017-2018」
オープン・スタジオ

時間／14:00～16:00
1月から3月の55日間、国内外の6人のアーティスト
が芸術村に滞在し、「この土地の未来」をテーマにし
た創作活動を行います。その活動期間中のアーティ
ストの制作スタジオを公開します。英語通訳もありま
すので、ぜひ遊びにきてください。■参加料：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
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会場／小郡文化資料館
          山口市小郡下郷609-3

山口

2月17日（土）～
4月30日（月・振休）

企画展
「小郡と明治維新
－幕末動乱から
新たな時代へ－」

時間／9:00～17:00
幕末期から明治維新にかけての小郡の様子につい
て展示します。■入館料：無料■休館日：月曜日（休
日の場合は翌日）
問い合わせ先／小郡文化資料館
☎083-973-7071
□HP  http://cmogori.ec-net.jp/

会場／秋芳洞ふれあい広場

美祢

2月10日（土）

出張萌えサミット
2018 in秋芳洞

時間／10:00～16:00
周南市で開催されている「萌えサミット」の出張版。コ
スプレイヤーは秋芳洞の入洞料が無料となります。ま
たアイドルのステージもあります。■観覧料：無料
問い合わせ先／萌えサミットin秋芳洞実行委員会
☎0837-52-1532
□HP  http://moesami.com/

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

2月10日（土）～4月8日（日）

毛利博物館企画展
「お雛さま」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
“ひなまつり”にちなみ、豪華な「次郎左衛門雛」の段飾
りをはじめ、毛利家伝来の雛道具や姫君ゆかりの華麗
な衣裳・装身具・調度品など、女性にまつわる品々を展
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
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／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

2月11日（日・祝）

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/

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

2月15日（木）～
2019年2月17日（日）

第15回テーマ展示
「中原中也の散歩生活」

時間／9:00～17:00
中原中也は、昼に起床し、深夜まで街中を歩き続け、
帰宅したのち本を読んだり詩を書いたりする生活を
送っていました。本展では、中也が歩いた当時の街並
みなども紹介しながら「歩く」という行為と詩作の関
係に迫ります。■入館料：一般320円、学生210円■
休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）、毎月最終火曜日
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）3F音楽ホール
          防府市戎町1-1-28

防府

2月17日（土）

セルビア
ローラ民族音楽
舞踊団日本公演

時間／開場12：30  開演13：00
セルビア共和国（本拠ベオグラード）の民族音
楽舞踊団の公演。KOLOと呼ばれる輪舞を総
勢42人で、ダイナミックなステージを展開しま
す。■入場料：全席指定　一般4,500円（当日
500円高）、高校生以下1,500円（当日同額）
■申し込み方法：窓口または電話■プレイガイ
ド：アスピラート、防府市公会堂、山口県フォーク
ダンス連盟
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／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

2月17日（土）

講演会
「香山のふもと
～洞春寺の歴史」

時間／18:00～20:00
毛利元就の菩提寺である洞春寺は450年の歴
史があります。現在ある地は大内氏の時代には
国清寺があった場所で、当時の遺構の山門（重
要文化財）や、大正時代に観音寺から移設した
観音堂（重要文化財）など室町時代の文化財が
残されています。また、幕末には藩の武器庫に
なったり（そのために奇兵隊が押し掛けた）、毛
利敬親が一時期住んだりしていました。これら
豊かな歴史を持つ洞春寺の歴史を、住職の深野
宗泉氏が講演されます。■参加料：200円■定
員：70人■申し込み方法：電話■申し込み開始
日：1月4日（木）
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~saikou/

会場／デザインプラザHOFU
          防府市八王子2-8-9

防府

2月9日（金）

防府市
『働き方改革』
シンポジウム

時間／13:30～16:30
働きやすさと生産性向上を目指した働き方改革を
テーマとしたシンポジウムを開催します。■基調講
演 佐々木常夫氏「生産性を高める戦略的働き方と
リーダーシップ」■参加料：無料■定員：先着400人
■応募要件：会社名・担当者名・部署名・合計参加人
数・電話番号・メールアドレスを明記■申し込み方
法：FAXまたはメール■申し込み期限：2月7日（水）
問い合わせ先／防府市商工振興課
☎0835-25-2574　FAX0835-25-2364
　shoukou@city.hofu.yamaguchi.jp
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
　hatarakikata/nintei/index.html

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

2月10日（土）

挿し木講習会

時間／9:30～11:30
落葉花木の挿し木の方法や時期などの講義と実
技。■参加料：無料■定員：先着40人■申し込み方
法：電話・FAX・メール・はがきのいずれか■持参品：
筆記用具、剪定ばさみ・カッターなど■申し込み期
限：1月31日（水）
問い合わせ先／宇部市公園緑地課
〒755-0001 宇部市大字沖宇部254
☎0836-51-7252　FAX0836-51-7205
　kouen@city.ube.yamaguchi.jp
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会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1
　　　防府市まちの駅うめてらす
          防府市松崎町1-20

防府

2月18日（日）～3月4日（日）

梅まつり

防府天満宮には菅公の愛した梅が、約1,100本植えら
れており、2月中旬から3月上旬にかけて花開きます。
そして境内に梅の香りが漂うこの時期に、稚児舞をは
じめとして多くの奉納行事が行われ、期間中多くの参
拝者で賑わいます。また、防府天満宮の参道そばにあ
る、まちの駅うめてらすも防府天満宮の梅まつりと協
賛して同一期間に梅まつりを行います。■観覧料：無料
問い合わせ先／
防府天満宮 ☎0835-23-7700
防府市まちの駅うめてらす ☎0835-22-0500
□HP  http://www.hofutenmangu.or.jp/

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

防府

2月23日（金）

山形由美&Jスコラーズ
映画音楽と
日本の名曲コンサート

時間／開場18：30  開演19:00
日本を代表するフルーティスト・山形由美と、
BS-TBS「日本名曲アルバム」に出演中の声楽アン
サンブル「Jスコラーズ」が共演! 皆様よくご存知の名
曲の数々を存分にお楽しみください。山口県では初
の公演です! ■入場料：全席指定4,000円※財団会
員500円引、当日500円高※3歳未満入場不可。■
申し込み方法：窓口または電話■プレイガイド：アスピ
ラート、防府市公会堂、山口情報芸術センター、周南
市文化会館、ローソンチケット、チケットぴあ

会場／萩・明倫学舎ほか
          萩市江向602

萩

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（各種割引制度有）■申し込み方法:萩市
役所、萩博物館、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／萩市まちじゅう博物館推進課
☎0838-25-3290
□HP  http://machihaku.city.hagi.lg.jp/
　bakumatsuishin/index.html

会場／エコプラザ・萩
          萩市大椿東4703-49

萩

2月18日（日）

エコプラザ・萩
春まつり

時間／9:30～14:00
エコプラザ・萩では3Rの推進を行っています。年3回
あるイベントでは再生品・雑貨品・野菜等の販売、オー
クション、紙すきや廃油石鹸作り等のリサイクル講座
も実施しています。ご来場の際は駐車場がないため
市役所から出発する無料シャトルバスをご利用くださ
い（9：00～13：30、30分間隔）。■参加料：無料
問い合わせ先／エコプラザ・萩
☎0838-24-5300

会場／おのだサンパーク
          山陽小野田市中川6-4-1

2月18日（日）

第2回山陽小野田市
合同就職面接会

時間／10:00～12:30、13：30～16：00
山陽小野田市内に事業所を置く企業によるブース
形式の就職面接会を開催します。■対象：一般求職
者及び平成30年3月末までに大学等を卒業する見
込みの人■参加料：無料
問い合わせ先／山陽小野田市商工労働課
☎0836-82-1150
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

2月18日（日）

れきみん
ファミリーデー

時間／10:00～16:30
2月は炭火で餅焼きやおはじき体験ができます。■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/

山陽
小野田

萩

2月18日（日）

企画展
「萩の鉄道ことはじめ」
関連イベント
【館長と行く!
萩のスペシャル
列車ウォッチング！】

たち  ひさし

会場／秋吉台上ドリーネ畑周辺

美祢

2月18日（日）

秋吉台山焼き火入れ

時間／8:30～13:00（受付は8：00～）
台上に覆い茂った草木を焼き払い、秋吉台の草原を
守ります。集合場所の大正洞駐車場から火入れ場所
までは、徒歩で移動します（約20分）。■参加料：
2,000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：2月13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
□HP  http://www.akiyoshidai-ecotour.org/home

会場／萩市内の駅
時間／（Aプラン）  8：00～10:30
　　　（Bプラン）11：00～13:30
Aプラン：こだわりコース（とびっきりのスペシャル列車一
つをよ～く見学!）Bプラン：よくばりコース（二つのスペ
シャル列車をちょっとずつ見学！）■参加費：Aプラン＝普
通列車での移動運賃（自己負担）大人240円、小人120
円　Bプラン＝なし■定員：各20人（応募多数の場合は抽
選）■応募要件：3歳以上（小学生以下は保護者同伴）■
申し込み方法：往復はがきまたは専用フォーム。往復はが
きの場合は次の項目を記入し、萩博物館へ郵送してくだ
さい（当日消印有効）①参加希望日②参加プラン③参加
希望者全員の名前・フリガナ・年齢・学年・性別④確実に連
絡がとれる保護者の電話番号・住所。専用フォーム利用の
場合はPC・スマートフォン・携帯電話からアクセスし、申し
込 ん でください（ P C・スマートフォン 共 用 ）
http://ws.formzu.net/fgen/S52329919/ （スマー
トフォン専用）http://ws.formzu.net/sfgen/S523
29919/ （携帯電話専用）http://ws.formzu.net/
mfgen/S52329919/ 抽選結果は、開催日の1週間前
までにお知らせします。当選者には、当日の詳しい内容もお
知らせします。■申し込み期間：1月22日（月）～2月9日（金）
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
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会場／道の駅長門峡集合
          山口市阿東生雲東分47-1

萩

山口

2月25日（日）

阿東ジオツアー
「古徳佐湖の
謎を追え」

時間／8:30～15:30
数万年前まで、阿東の篠目から徳佐にかけては「古
徳佐湖」と呼ばれる湖の底でした。長門峡の成り立
ちを知る上で欠かせない「古徳佐湖」について、バ
スで移動しながら専門家の話を聞くツアーです。■
参加料：3,000円（バス代、昼食代、保険料込）■定
員：20人■申し込み方法：電話■申し込み期限：2月
13日（火）
問い合わせ先／NPOあとう
☎083-956-2526

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）

2月27日（火）～3月1日（木）

第15回
寝太郎山猿杯
～農業と共に生きる
永山酒造～

時間／10:00～17:00
15回目を迎える寝太郎山猿杯が、3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! ぜひ、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／秋吉台緑地公園
　　　（秋吉台展望台周辺）

美祢

3月4日（日）

第10回
Mine秋吉台
ジオパークマラソン

時間／8:00～14:00
年に一度の山焼き後のカルスト台地・秋吉台の風景
をたっぷり満喫していただけるコースです。沿道で
は地元の和太鼓などの応援でランナーの皆さんを
お迎えします。■参加料：ファミリー・高校生以上
3,500円、小・中学生1,700円■定員：3,000人■
申し込み方法：大会HP（RUNNET）・専用振込用紙 
■申し込み期限：1月9日（火）

会場／萩市民館
          萩市江向495-4

萩

3月11日（日）

明治維新150年祭
AUN&HIDE
萩特別公演

時間／15:00～17:00
鬼太鼓座出身の双子の和楽器ユニット“AUN”井上
良平・公平、鼓童出身の鳴り物師“HIDE”による和太
鼓、津軽三味線、篠笛、鳴り物を使った躍動感溢れ
るパフォーマンス※和太鼓体験コーナーもありま
す。※未就学児の入場はできません（事前予約の
無料託児サービスをご利用ください）。■入場料：一
般1,000円、小中高生500円（税込）■チケット販
売所：市役所総合案内、各総合事務所、市民館、アト
ラス萩店、サンリブ萩、萩楽器店■チケット発売開
始日：1月11日（木）
問い合わせ先／萩市文化・生涯学習課
☎0838-25-3511

会場／美祢市民会館大ホール
          美祢市大嶺町東分326-1

美祢

4月15日（日）

出張! なんでも鑑定団
in美祢

時間／13:00～
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

山陽
小野田

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／JR新山口駅
　　　バスターミナル集合

宇部

2月24日（土）

宇部の歴史探訪バスツアー
「禁門の変と
長州藩の二家老」

時間／10:30～17:00
禁門の変の責を負い切腹した三家老の内、現在の
宇部市に領地のあった福原越後公、國司信濃公の
菩提寺等を訪ねます。ガイド付き。■対象：中学生以
上■行程：JR新山口駅バスターミナル⇒天龍寺・万
倉護国神社⇒楠こもれびの郷（昼食）⇒琴崎八幡
宮⇒宗隣寺⇒ときわ公園石炭記念館⇒新山口駅バ
スターミナル※宇部市交通局発着可 9:40発
17:40着 ■参加料：5,700円（昼食・拝観料含む）
■定員：先着41人■申し込み方法：電話■申し込み
開始日：1月5日（金）
問い合わせ先／宇部市交通局
☎0836-31-2442

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

2月24日（土）

れきみん
レコード倶楽部 

時間／①11:00～12:00
　　　②14:00～15:00
昔懐かしい蓄音機で、季節に関係するレコードの曲
を流します。■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/

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/
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