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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

秋吉台山焼き
2月18日（日）

山陽小野田市
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山口県指定有形文化財
仏像の一般公開

がん　き　 じ
2月18日（日）

萩市

「TWILIGHT
EXPRESS 瑞風」
こども駅長

2月18日（日）、3月11日（日）

津和野町

西周生誕
記念講演会

2月3日（土）

山口市

明治維新150年
やまぐち維新
マップづくり
～エディタソン～

2月17日（土）

防府市

毛利博物館企画展「お雛さま」
2月10日（土）～4月8日（日）宇部市
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梅まつり
2月25日（日）
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会場／萩市内各所

萩

3月31日（土）まで

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。

会場／小郡文化資料館
          山口市小郡下郷609-3

山口

3月13日（火）まで

企画展「自由律俳句誌
『層雲』と山頭火」

時間／9:00～17:00（入館は16：30まで）
種田山頭火は自由律俳句誌『層雲』に句を投稿してい
ました。本企画展では、県内での山頭火の活動に注目
し、『層雲』を通じて交流した人物の紹介を行います。
■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　FAX083-973-7091
□HP  http://cmogori.ec-net.jp/

山陽
小野田

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18日（日）まで

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」施行から現在の義務教育ま
での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
する企画展です。■入場料：無料■休館日：月曜日、
祝日、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/

山陽
小野田

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、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/

会場／森鷗外記念館
          津和野町町田イ239

2月25日（日）まで

森鷗外記念館
「鷗外ゆかりの
草花展」

時間／9:00～17:00
森鷗外の作品の中には多数の草花が登場し、作品
に彩りを与えています。また、日記の中にも草花に
関する記述を多数見ることができるように、鷗外は
草花を愛するやわらかい感性を持った人であるこ
とがわかります。今回の企画展では、鷗外作品に登
場した草花を、写真とともに紹介します。■入館料：
600円■休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）
問い合わせ先／森鷗外記念館
☎0856-72-3210

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

防府

3月4日（日）まで

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／秋吉台国際芸術村ギャラリー
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

2月12日（月・振休）まで

ポスコン？！ 2018

時間／10:00～17:00
恒例のポストカードコンテスト「ポスコン？！」に応募
された、はがきサイズで表現された「言葉」「絵画」
「写真」などの作品を芸術村ギャラリーで展示して
います。優秀作品は芸術村HPで公開中。■入場
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　FAX0837-63-0021
　info@aiav.jp
□HP  http://aiav.jp

津和野

会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

3月5日（月）まで

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 2月3日（土）、2月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／ときわミュージアム
　　　UBEビエンナーレライブラリー
          宇部市野中3-4-29

宇部

3月11日（日）まで

UBEビエンナーレ
すごろくであそぼう！
～彫刻をつくるぞ！～の巻

時間／9:00～17:00
サイコロとコマを作って、オリジナルすごろくで遊
ぼう！ ■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
　museum@city.ube.yamaguchi.jp
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会場／伊藤博文別邸
          萩市椿東1511-1

萩

2月3日（土）～4月3日（火）

萩人形展
「夢遊び～和の世界」

時間／9:00～17:00
萩の自然、文化、歴史をテーマに生まれた手作りの
日本人形「萩人形」を伊藤博文別邸で展示します。
今回は明治維新１５０年に合わせて維新の志士を
テーマに展示をする予定です。■入館料：100円

問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  http://hagishi.com/search/detail.php?d=900061

会場／旧久保田家住宅
          萩市呉服町1-31-5 ほか

萩

2月3日（土）～4月3日（火）

萩城下の古き雛たち

時間／9：00～17：00（施設により異なる）

津和野

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　FAX083-973-2439
□HP  http://www.city.yamaguchi.lg.jp/
　soshiki/23/34014.html

会場／ときわミュージアム
　　　UBEビエンナーレライブラリー
          宇部市野中3-4-29

宇部

4月9日（月）まで

UBEビエンナーレPR展
＠国際アートフェア
「MARTE」
／スペイン報告展

時間／9:00～17:00
カステジョン市（スペイン）の国際アートフェア
「MARTE（マルテ）」に出品した、UBEビエンナー
レの彫刻模型や彫刻パネル・会場風景の記録写真
等の展示、UBEビエンナーレの海外での活動紹
介。■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
　museum@city.ube.yamaguchi.jp

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

4月15日（日）まで

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/

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3階

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）
〒747-0035　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
ていただく企画展です。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/

会場／森鷗外記念館
          津和野町町田イ238

2月3日（土）

西周生誕記念講演会

時間／14:00～15:30
西周（にし あまね）先生は、1829（文政12）年2月3
日に津和野で誕生されました。近代哲学の祖として
知られる西周は、青年期に読んだ荻生徂徠（おぎゅ
うそらい）の本から大きな影響を受けたといわれて
います。その将来を決めるきっかけとなった徂徠学
との出会いについてご講演いただきます。■受講
料：600円■休館日：毎週月曜（祝日の場合は翌日）
問い合わせ先／森鷗外記念館
☎0856-72-3210

会場／萩博物館
          萩市堀内355

萩

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

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／秋芳洞ふれあい広場

美祢

2月10日（土）

出張萌えサミット
2018in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／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1

宇部

2月4日（日）

ぶちのりパスポート

時間／9:30～17:00
　　　（パスポート販売は16：00まで）
遊園地の乗り物が1日1,000円で乗り放題！（一部
機種は対象外）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園管理課
☎0836-54-0551
　tokiwakouen@city.ube.yamaguchi.jp

会場／鋳銭司郷土館
          山口市鋳銭司1422

山口

2月4日（日）、
11日（日・祝）、18日（日）

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。講師は山本栄一郎氏（山口歴史研
究会会長）です。第1回「大村益次郎の書簡を読む
１」第2回「大村益次郎の書簡を読む２」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

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／萩城跡指月公園
          萩市堀内1-1

萩

2月4日（日）

萩観光シーズン開き

時間／9：00～
萩に今年も多くのお客様を迎えられるよう、また観
光客の皆様のご旅行中の安全を祈願します。萩城
跡指月公園内にて、郷土芸能「男なら」の奉納や、
ふぐ鍋の無料接待があります。
問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  http://hagishi.com/search/detail.php?d=900003

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／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

江戸時代から平成にわたり大切に受け継がれてき
たお雛様や、萩ならではの小萩人形など約1,200
体を、文化財施設などに展示します。まちじゅうに
眠るおたから「古き雛」を訪ねて市内各所を巡り、
城下町の魅力を味わっていただけます。萩城下の
古き雛たち展示会場のうち9ヵ所は『萩まちじゅう
味めぐり・萩温泉郷湯めぐりキャンペーン』スタンプ
ラリーのスタンプポイントになっています。最終日
の4月3日（火）には、藍場川（旧湯川家屋敷周辺）
で流し雛 が行われます。■入館料：施設により異な
る※萩市内の有料文化財施設は１日券（310円）で
入館できます■休館日：施設により異なる
問い合わせ先／萩城下の古き雅たち実行委員会（萩市観光課内）
☎0838-25-3139
□HP  http://hagishi.com/search/detail.php?d=900048

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／9:00～15:00
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。■２月はお
いでマルシェから真冬のバレンタインプレゼント。
インスタ映えする、アメリカ生まれの大きなマシュ
マロを、焼きマシュマロにして、味わい深く濃厚な
ハーシーズチョコレートをコーティングしたものを
限定100人にプレゼントします。

問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055
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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

2月15日（木）

ハーブを楽しむ会
ハーブソルトを作ろう！

時間／13:00～15:00
ハーブを学びながら、料理に手軽に使えるハーブソ
ルトを作ります。■持参品：エプロン、三角巾、筆記
用具■参加料：1,600円■定員：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：2月13日（火）
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／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

2月11日（日・祝）

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■持参品：防寒着、
筆記用具■参加料：無料■定員：30人
問い合わせ先／宇部野鳥保護の会事務局
☎0836-51-4664

会場／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

2月11日（日・祝）

ロビーで
DANCE☆DANCE
withクラシック

時間／14:00～15:30
渡辺翁記念会館2階ロビーでダンスとクラシックの
演奏を楽しみましょう。メーンダンスは、宇部ダンス
「Uh! Baby」です。■参加料：無料
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355
　info@ube-bunzai.jp

会場／きららガラス未来館
          山陽小野田市焼野海岸

2月11日（日・祝）、18日（日）、
3月18日（日）、25日（日）

吹きガラス体験

時間／9：00～、13：00～
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
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／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）

2月13日（火）～18日（日）

山陽小野田写真展

時間／10:00～17:00
市内に在住、在職、在学等、山陽小野田市に関係す
る方々の写真展です。ぜひお越しください。■終了
時間は、最終日のみ16：00までです。■入場料：無料
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

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）～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 
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

山陽
小野田

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

2月10日（土）～3月12日（月）

動物写真家・内山 晟 写真展
～コウテイペンギンの国～

時間／9:30～17:00
過酷な環境の南極で暮らす野生動物の写真展■参
加料：無料■休館日：火曜日
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541
　info@tokiwa-zoo.jp

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」の解説を行い
ます。■参加料：無料（入館料要）■入館料：一般１０
０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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

2月10日（土）～12日（月・振休）

春のラン展

時間／9:00～17:00
カトレア、シンビジウム、バンダなど、春の洋ランを展示
します。■12日（月・振休）は16時まで■参加料：無料
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

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

2月10日（土）、24日（土）、25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：2月7日（水）、21日
（水）、22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
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会場／萩市内の駅

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／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
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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

2月17日（土）～3月11日（日）

「福島の花」
野口勝宏写真展

時間／9:00～17:00
国際的な写真コンテストで日本人初のグランプリを
受賞した写真家・野口勝宏の「福島の花」シリーズ
の作品展■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
　museum@city.ube.yamaguchi.jp

会場／笠山椿群生林
          萩市越ヶ浜

萩

2月17日（土）～3月21日（水）

萩・椿まつり

時間／10:00～15:30
約10haの敷地に可憐な花を咲かせる約25,000
本のヤブツバキの見頃にあわせ、笠山椿群生林内
で開催されるイベントです。期間中の土・日曜日に
は、ステージイベント、椿見どころ案内人によるガ
イド、飲食店の出店など、さまざまなイベントが楽し

問い合わせ先／萩・花ごよみ実行委員会（萩市観光課内）
☎0838-25-3139
□HP  http://hagishi.com/search/detail.php?d=900005

会場／石炭記念館
          宇部市大字沖宇部254

宇部

2月17日（土）～3月26日（月）

石炭記念館コレクション展

時間／9:30～17:00
所蔵する炭鉱資料の中から、えりすぐりのものを展
示します。■参加料：無料■休館日：火曜日
問い合わせ先／宇部市ときわ公園管理課
☎0836-54-0551
　tokiwakouen@city.ube.yamaguchi.jp

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）

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。■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　FAX083-973-7091
□HP  http://cmogori.ec-net.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／13:00～15:00
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）■休館日：火曜日■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／クリエイティブスペース・
　　　赤れんが
          山口市中河原町5-12

山口

2月17日（土）

明治維新150年
やまぐち維新マップづくり
～エディタソン～

時間／13:00（受付12:30～）～17:30
山口市内の明治維
新に関するいろいろ
な資料を持ち寄って
編集し、『オープン
マップ＠山口市』で
マッピング！ ここにし
かない“維新マップ”
を作って、明治維新
150年を盛り上げま
せんか。作成したオ
リジナルマップの中
で公開できるもの
は、オープンマップ
＠山口市に掲載して全国にPRできます！ ■参加料：
無料■定員：３０人程度■応募要件：明治維新やマッ
プづくりに興味のある方■申し込み方法：メールま
たはFAX ■申し込み期限：2月9日（金）
問い合わせ先／山口市情報管理課
☎083-934-2991　FAX083-932-1779
　joho@city.yamaguchi.lg.jp
□HP  http://www.city.yamaguchi.lg.jp/
　soshiki/8/37696.html

会場／嘉川高齢者生きがいセンター
　　　「なごみの家」
          山口市深溝48-3

山口

2月17日（土）

やまぐち街なか大学
明治維新150年出前講座
「維新に活躍した
名も知れぬ志士たち」

時間／14:00～16:00
明治維新を成したのは、高杉晋作、桂小五郎たちだけ
ではない！ 人知れず維新を成すために働いた志士たち
の活躍した地域（今回は吉南地域）に講師が出向き、
お話します。■参加料：無料 ■定員：50人 ■申し込み
方法：電話またはＦＡＸ■申し込み期限：2月16日（金）
問い合わせ先／やまぐち街なか大学事務局
☎080-5238-3398　FAX083-934-3518
□HP  http://www.idom.jp/

めます。■萩・椿まつりフォトコンテスト 「萩・椿まつ
り」「笠山椿群生林」の魅力を全国に紹介するため
の作品を募集します。撮影期間／2月1日（木）～3
月21日（水・祝）■募集期間：2月17日（土）～3月
30日（金）必着■萩・椿まつり俳句コンテスト開催
笠山椿群生林内で感じた気持ちを俳句にしてご応
募ください。椿まつり会場内の投句箱（2カ所）に直
接応募していただくか、萩市観光課の窓口持参ま
たは郵送・メールにて応募してください。■募集期
間：2月17日（土）～3月21日（水・祝）必着■駐車
料：期間中の土・日・祝日は300円（平日は無料）
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萩

2月18日（日）、3月11日（日）

「TWILIGHT
EXPRESS
瑞風」こども駅長

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の体験ができます。
ご家族で参加してください。■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／防府市文化福祉会館
          防府市緑町1-9-2

防府

2月18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。～2月の内容～
◎寒さも吹き飛ぶ！ ダンボールアスレチック☆ ◎大人
はゆったり…マッサージコーナー ◎新作登場！ やまた
んシアター（絵本等の読み聞かせ）■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
　manaboya@c-able.ne.jp
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
　soshiki/39/kateinohi-oyakofureai.html

会場／厚狭地区複合施設
          山陽小野田市大字鴨庄94

2月18日（日）

雅楽の集い

時間／15:00～16:00
吉部田雅楽会などによる雅楽と和太鼓の演奏会を開催
します。1階ラウンジで抹茶席（300円お菓子付き、先
着順）をご用意しています。■参加料：無料■定員：先着
50人 ■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

会場／エコプラザ・萩（萩第二リサイクルセンター）
          萩市大椿東4703番地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）。
問い合わせ先／エコプラザ・萩
☎0838-24-5300

山陽
小野田

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）※火道
づくり、火道切り（12月10日（日）、1月14日（日）、
2月4日（日）に1回以上参加された方のみの対象で
す。■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
　mine-geo@city.mine.lg.jp
□HP  http://www.akiyoshidai-ecotour.org/home

会場／岩崎寺
          山陽小野田市有帆角石

2月18日（日）

岩崎寺所蔵
山口県指定有形文化財
仏像の一般公開

時間／9：00～16:00
毎年1回、この日に開帳されます。
問い合わせ先／山陽小野田市社会教育課
☎0836-82-1205

会場／琴崎八幡宮バス停集合
          宇部市琴崎町

宇部

2月18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：2月16日（金）
問い合わせ先／宇部市観光推進課
☎0836-34-8353　FAX0836-22-6083

会場／秋吉台上
　　　（観覧場所：秋吉台カルスト展望台付近）

美祢

2月18日（日）

秋吉台山焼き

時間／9:30～13:00
9時30分のサイレンを合図に周囲から一斉に火が
放たれ、約1,138haのカルスト台地が炎と煙に包
まれます。
問い合わせ先／秋吉台山焼き対策協議会
☎0837-52-1115
□HP  http://www2.city.mine.lg.jp

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１つをよ～く見学！）Ｂプラン：よくばりコース（２
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、申し込んで下さい。（ＰＣ・スマー
トフォン共用）http://ws.formzu.net/fgen/S52
329919/（スマートフォン専用）http://ws.form
zu.net/sfgen/S52329919/（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。■申し込み期限：2月9日（金）
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447

山陽
小野田

がん　　き　　 じ
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会場／琴崎八幡宮バス停集合
          宇部市琴崎町

宇部

2月24日（土）

てくてくまち歩き
弥生人が住んでいた
高地性集落は、
海に近かった！

時間／9:50～12:00
滝に打たれて修業が行われる元真寺、狛犬の代わ
りに猿の石像がある日吉神社、そして標高約80m
の北迫遺跡には、県内最大規模の貝塚があります。
■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：2月23日（金）
問い合わせ先／宇部市観光推進課
☎0836-34-8353　FAX0836-22-6083

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

2月24日（土）

草花のコラージュ・
ワークショップ

時間／10:30～12:00
福島の花や草木のシールでコラージュ（切り貼りし
た作品）を作ります。■対象：小学生以下 ■参加料：
無料■定員：先着20人■申し込み方法：電話・FAX・
メールのいずれか■申し込み開始日：2月5日（月）
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
　museum@city.ube.yamaguchi.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／19:00～21:00
日本を代表するフルーティスト・山形由美と、ＢＳ-Ｔ
ＢＳ「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。■休館日：火曜日■申し込み方法：窓口又は電
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
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／カルスター
          美祢市秋芳町秋吉1237-862

美祢

2月23日（金）

ジオカフェ

時間／18:00～19:30
今月のジオカフェは、ユネスコ世界ジオパークに認
定されている香港ジオパークの『楊家明博士』を招
いて開催します。香港ジオパークの見どころや活動
を伺いながら、世界ジオパーク認定について楽しく
話しましょう。■参加料：無料■申し込み方法：電話
■申し込み期限：2月22日（木）
問い合わせ先／Mine秋吉台ジオパーク推進協議会
☎0837-63-0055
　mine-geo@city.mine.lg.jp
□HP  http://mine-geo.com

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にぎわいます。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／ＪＲ萩駅
          萩市椿3611
時間／11:30～12:30
ＪＲ西日本の豪華寝台列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞
風」の萩市立ち寄りを歓迎し、萩駅で「こども駅長」による
おもてなしを行っています。このたび、２月、３月分の「こ
ども駅長」を募集します。駅長になりきり、体験を通じて瑞
風をもっと身近に感じてみませんか？ ■実施日：①2月
18日（日）、②3月11日（日）■内容：①市内観光を終えた
乗客のお出迎え②JRの制服を着て瑞風の出発合図■特
典：瑞風オリジナルグッズをプレゼント■参加料：無料■募
集人数：各日2人■対象者：小学生（要保護者同伴）■申し
込み方法：はがきに次の事項を明記のうえ、郵送。①参加
希望者の氏名（ふりがな）、学校名、学年、性別、身長 ②
同伴する保護者の氏名（2人まで）③連絡先（郵便番号、
住所、保護者の電話番号）④参加希望日（第1希望、第２
希望）、メッセージ（あれば）■応募先：〒758-8555萩市
観光課 瑞風こども駅長募集担当■申し込み期限：２月７日
（水）（当日消印有効）※応募多数の場合は抽選。当選者
には2月13日（火）までにご連絡します。
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

2月21日（水）

ハーブ公開講座
「ハーブソルトと
歯磨き粉を作ろう！」

時間／①10：00～12：00
　　　②13：30～15：30
ハーブを使った調味料や歯磨き粉を作ります。■持
参品：筆記用具■参加料：1,000円■定員：先着各
10人■申し込み方法：電話・FAX・メールのいずれ
か■申し込み期間：2月5日（月）～19日（月）
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
　museum@city.ube.yamaguchi.jp

会場／山陽小野田市民館
　　　（小野田公民館）
          山陽小野田市栄町9-25

2月22日（木）

企画展「学校の歴史
～地域と学校」
関連講演会
「山口県文書館所蔵資料
でたどる学び舎の記憶」

時間／13:00～15:00
明治以降の教科書、学習ノート、副読本、入試問題集、
古写真などの文書館所蔵史料から、山口県近代の学
びの姿を振り返ります。■講師：山本明史（山口県文書
館専門研究員）■入場料：無料■定員：先着90人■申
し込み方法：電話（受付時間9:00～17:00）
問い合わせ先／山陽小野田市歴史民俗資料館
☎0836-83-5600

山陽
小野田
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会場／石炭記念館
          宇部市大字沖宇部254

宇部

2月25日（日）

炭鉱の語り部による
ギャラリートーク
「炭鉱で活躍した
機械たち」

時間／13:00～14:00
館内を巡りながら、炭鉱で活躍した機械をわかりや
すく解説します。■参加料：無料
問い合わせ先／宇部市ときわ公園管理課
☎0836-54-0551
　tokiwakouen@city.ube.yamaguchi.jp

会場／集合場所：道の駅長門峡
          山口市阿東生雲東分47-1

山口

萩

2月25日（日）

長門峡ジオツアー
「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／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

2月25日（日）～3月5日（月）

「アーティスト・イン・
レジデンス
trans_2017-2018」
展覧会

時間／10:00～17:00
世界各国からやってくる6人のアーティストが芸術
村に滞在し、「この土地の未来」をテーマに創作活
動を行うとともに、地域交流に取組んでいます。ま
た展覧会の開催に先立ち、ギャラリートークと交流
会を実施します。通訳もありますのでお気軽にお越
しください。■「展覧会オープニングレセプション」
日時：2月24日（土）18:00～■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　FAX0837-63-0021
　info@aiav.jp
□HP  http://aiav.jp

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

山陽
小野田

会場／ときわ動物園
　　　（ボンネットモンキー展示場前）
          宇部市則貞3-4-1

宇部

2月24日（土）

突撃！ ときわのサルごはん
～ボンネットモンキーの
食べ歩き生活～

時間／13:00～13:30
ボンネットモンキーの食性や生態、環境エンリッチ
メントについてガイドします。また、代表者は展示場
内でエサをまく体験ができます。■参加料：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
　info@tokiwa-zoo.jp

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

2月24日（土）

まちの音楽室
「ウィンナ・ワルツの夕べ」

時間／19:00～21:10
世界最高の名演奏に触れるCDコンサートを開催し
ます。ヨハン・シュトラウス2世・ヨーゼフ・シュトラウ
ス他作曲の「ウィンナ・ワルツ」の名曲を存分に楽し
みませんか。■参加料：無料
問い合わせ先／やまぐち街なか大学事務局
☎080-5238-3398　FAX083-934-3518
□HP  http://www.idom.jp/

会場／きららガラス未来館
          山陽小野田市焼野海岸

2月24日（土）、25日（日）

きららガラス未来館
出張体験「赤ちゃんの
足形記念プレート制作」

時間／10:00～15:30
赤ちゃんの足に専用の絵の具を塗り、ガラス皿に押
し当てて、記念プレートを制作します。絵の具の焼

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／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

2月24日（土）～3月11日（日）

宇部市彫刻教育成果展
～先生は彫刻家！～

時間／10:00～16:00
市内の小・中学校での彫刻教育の紹介と作品展示。
キッズスペース（アートルーム）には、中に入って遊
べる彫刻もあります。■火曜除く■参加料：無料
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

会場／ときわ湖水ホール周辺
          宇部市大字沖宇部254

宇部

2月25日（日）

梅まつり

時間／10:00～15:00
■梅酒フェスタ：銘梅酒70種類の試飲会・即売会、
試飲チケット500円■梅園クイズラリー：梅園を巡り
ながらクイズに挑戦。全問正解すると、Nintendo 
Switchなどが当たるガラポンくじが引けます■梅
まつりウオーキング：園内の梅や常盤湖を眺めなが
らウオーキングしませんか（10：30～受付）■お～い
お茶×ときわ公園コラボ企画！:お～いお茶（日本のさ
くら名所100選オリジナルボトル）プレゼント、先着
720人■屋台：梅かゆ、梅むすび、梅果肉入り甘酒、
炭焼き鶏、わたがし、おしるこなどを販売
問い合わせ先／宇部市ときわ公園管理課
☎0836-54-0551
　tokiwakouen@city.ube.yamaguchi.jp

山陽
小野田

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
☎・FAX083‐924‐7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/

付けのため、作品は後日お渡しします（郵送または
ガラス未来館受け取り）。なお、事前予約の方を優
先します。■申し込み方法：電話■体験料：1,280円
～1,380円
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会場／きららビーチ焼野
          山陽小野田市焼野海岸

3月4日（日）

平成30年
山陽小野田ふるさと
凧あげフェスティバル
～大空いっぱい
夢が舞う～

時間／10:00～※雨天中止
日本の伝統文化でもある凧あげを通じて、親子や
地域の人たちとのふれあいを楽しみませんか。オリ
ジナルの凧が作れる凧づくり教室やバザーなどを
行います。■凧づくり教室/10:00～12:00、材料
費200円■凧あげ競技/受付11:00～、開会式
11:30～、競技開始12:00～（子どもの部：小学生
以下、一般の部：中学生以下、大凧・連凧の部：大凧
100cm×100cm以上、連凧30枚以上）■バザー
/うどん、焼きそば等の販売■定員：凧づくり教室先
着150人
問い合わせ先／山陽小野田市ふるさと凧あげフェスティバル
実行委員会事務局（山陽小野田市市民生活課内）
☎0836-82-1134

山陽
小野田

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

3月4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／きらら交流館
          山陽小野田市焼野海岸

3月4日（日）

ポーセラーツ教室・
ハーバリウム教室

時間／10:00～12:00
日本ヴォーグ学園養成講座インストラクターの森重
雅子さんを講師に迎え、ポーセラーツ教室とハー
バリウム教室を開催します。両教室を同時に受講
することもできます。■対象：小学生以上■持参す
るもの：筆記用具、はさみ■受講料：各1,500円（材
料費を含む）■定員：両教室を合わせて先着15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/

会場／山口県漁協萩地方卸売市場
          萩市椿東4160-61

萩

3月4日（日）

萩・しろ魚まつり

時間／10:00～15:00
萩の春の風物詩、しろ魚グルメを堪能できるイベン
ト。しろ魚を活きたまま酢醤油につけていただきの
ど越しを楽しむ「おどり食い」の無料サービスや、し
ろ魚を使った料理などの販売があります。しろ魚の
即売は、毎年長い行列ができるほど大人気！ 早春の
味覚をお楽しみください。
問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  http://hagishi.com/event/shirouo/

山陽
小野田

会場／萩・明倫学舎
          萩市江向602

萩

3月1日（木）

①酒粕パック＆
　入浴剤づくり講座
②しぼりたての酒粕でつくる
　ワークショップ

時間／①講座14：00、14：30
　　　②ワークショップ14：45、15：30
ダイエット効果や美肌効果が注目されている酒粕の
活用法を学ぶため、萩の酒蔵から講師をむかえ酒粕
講座を開催します（酒粕スイーツの試食つき）。ワー
クショップは女性限定で2018（平成30）年にしぼ
りたての酒粕を使って酒粕パック＆入浴剤をつくり
ます。■参加料：①無料、②500円■定員：①40人、
②20人■応募要件：①どなたでも、②20歳以上の
女性限定■申し込み方法：電話■託児コーナーあり
問い合わせ先／萩・明倫学舎
☎0838-21-2018

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

3月2日（金）～4日（日）

フェスタ・アスピラート
2018（美術部門）
「なんでも写真
コンテスト」

時間／9:00～17:00
毎年恒例の写真コンテスト。今回のテーマは「びっ
くり」です。■入場料：無料■休館日：火曜日■応募
要件：作品の応募にあたっては、別途要件をご確認
ください。■申し込み方法：作品は、アスピラート
「なんでも写真コンテスト係」へ郵送または持参し
てください。■作品応募期限：2月23日（金）
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／防府市消防本部
          防府市佐波2-11-25

防府

3月3日（土）

消防フェア

時間／10:00～15:00※荒天中止
消防業務の紹介と火災予防運動を目的とした消防
フェアが開催されます。【内容】庁舎内見学、はしご
車体験搭乗、防火衣着装など■参加料：無料
問い合わせ先／防府市消防本部消防総務課
☎0835-23-9901

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

3月3日（土）、4日（日）

クリスマスローズ展

時間／10:00～15:00
クリスマスローズの展示、各種体験ワークショッ
プ。■参加料：無料
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111
　actvillageono@gmail.com

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！ 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/
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会場／萩市内の駅

萩

3月11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！】

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１つをよ～く見学！）Ｂプラン：よくばりコース（２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、申し込んで下さい。（ＰＣ・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/sfg
en/S52329919/（携帯電話専用）http://ws.for
mzu.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：2月12日（月・振休）～3月2日（金）

問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447

会場／萩市民館
          萩市江向495-4

萩

3月11日（日）

萩・明治維新150年祭
三井住友海上文化財団
ときめくひととき公演
「AUN＆HIDE」
萩特別公演

時間／15:00～17:00
圧巻のパフォーマンスにより世界40カ国以上の
国々で公演を行い、大絶賛を浴びる和楽器界の革
命児「AUN＆HIDE」（アウン＆ヒデ）の萩特別公演
を開催します。内容: 和太鼓・津軽三味線・篠笛・鳴り
物によるパフォーマンス。和太鼓体験コーナーもあ
ります。■入場料：一般1,000円、小中高生500円
（全席自由）■チケット販売所：萩市役所総合案内、
各総合事務所、萩市民館、アトラス萩店、サンリブ
萩、萩楽器店
問い合わせ先／萩市文化・生涯学習課
☎0838-25-3511　FAX0838-25-3149
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/
　18/h20771.html

会場／防府市文化財
　　　郷土資料館発着
          防府市桑山2-1-1

防府

3月11日（日）

大人の古墳探検
（追加開催）

時間／9:00～12:00
防府市の著名な古墳をマイクロバスで巡り、古墳につ
いて学びます。※昨年11月に開催した企画と同じ内
容です。前回参加された方はご遠慮ください。■参加
料：無料■定員：先着20人■応募要件：住所・氏名・連絡
先■申し込み方法：電話またはFAXで防府市文化財
課へ■申し込み開始日：2月22日（木）9：00～
問い合わせ先／防府市教育委員会文化財課
☎0835-25-2532　FAX0835-23-4300
　bunka@city.hofu.yamaguchi.jp

会場／きらら交流館
          山陽小野田焼野海岸

3月8日（木）

春の懐石料理教室

時間／14:00～17:00
春駒亭店主の真鍋正彦先生を講師に迎え、春の懐
石料理教室を開催します。■対象：20歳以上■受講
料：2,000円■定員：先着12人■申し込み方法：電話
■受付開始：2月6日（火）9：00～
問い合わせ先／きらら交流館
☎0836-88-0200
□HP  http://www.kirara-k.jp/

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）

3月8日（木）～11日（日）

第8回アートの
“たまてばこ”

時間／10:00～17:00
様々な芸術をコラボレーションさせた展覧会です。
書、生け花、写真、絵画等の展示のほか、ステージ
イベントやお茶席も用意します。ぜひお越しくださ
い。■入場料：無料
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

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

3月9日（金）～5月6日（日）

れきみん企画展
「とある神社の文書群
－江戸から明治へ！
山口の神社の変遷－」

時間／9:00～17:00
舟山八幡宮文書群を手がかりに、江戸から明治にかけ
ての山口の神社の変遷を紹介します。■入館料：一般
100円。18歳以下、70歳以上、障がい者および同行
の介護者は無料■休館日：月曜日（休日の場合は翌日）
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／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

3月10日（土）

挿し木・接ぎ木
講習会

時間／9:30～11:30
落葉・常緑花木の挿し木とツバキなどの接ぎ木の方
法や時期に関する講義と実技■持参品：筆記用具、
剪定ばさみ・カッターなど■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■申し込み期限：2月28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

山陽
小野田

山陽
小野田

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、3F音楽ホール
          防府市戎町1-1-28

防府

3月4日（日）

フェスタ・アスピラート
2018（音楽部門）
あなたも主役！
オンザステージ

時間／10:00～17:30
参加者の自主企画・運営により開催するイベントで
す。様々なジャンルの音楽愛好者が交流・協力しな
がらイベントを盛り上げます。■入場料：無料■休館
日：火曜日※参加申し込みは受付終了しています。
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/

たち 　  ひさし
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山陽
小野田

山陽
小野田

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

3月18日（日）

中野振一郎 with
アンサンブルミラージュ

時間／14:00～
海外でも活躍するチェンバロ奏者 中野振一郎と気
鋭のソリストによる弦楽アンサンブルがバロック音
楽をお届けします。チェンバロの繊細な旋律をこの
機会にぜひご鑑賞ください。■演奏者：中野振一郎
（チェンバロ）、上野美科（ヴァイオリン）、竹原奈津
（ヴァイオリン）、島田玲（ヴィオラ）、金子鈴太郎
（チェロ）、時津りか（コントラバス）■入場券：全席自
由　一般3,000円（当日3,500円）、大学生以下
1,500円（未就学児は入場不可）■入場券販売所：
不二輸送機ホール、山陽小野田市民館、おのだサ
ンパーク、イトオ楽器店、喫茶エリーゼ、村谷茶店、
宇部市文化創造財団、宇部井筒屋、フジグラン宇部
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

会場／江汐公園管理棟・
　　　グリーン広場ほか
          山陽小野田市大字
          高畑字西山根401-1

3月21日（水・祝）

第26回
椿まつり in Ejio
～早春のふれあいを
求めて～

時間／10:00～
盛りだくさんのイベントを楽しみながら、江汐公園
でひと足早い春の訪れを感じてみませんか？ ■内
容：椿の展示、各種バザー、もちまき、ステージイベ
ント、バードウオッチング（8:00管理棟集合）ほか
問い合わせ先／江汐公園管理棟
☎0836-83-5378

会場／山口県立山口図書館
　　　レクチャールーム
          山口市後河原150-1

山口

3月17日（土）

大内氏歴史文化
研究会講演会
「洛中洛外図屏風と
『小京都』」

時間／13:30～16:00
日本中世史研究の第一人者、国立歴史民俗博物館の
小島道裕氏が、洛中洛外図屏風を読み解きながら、大
内氏と京都との関係について迫ります。■参加料：無料
問い合わせ先／山口市文化財保護課
☎083-920-4111
　bunkazai@city.yamaguchi.lg.jp

会場／クリエイティブ・スペース
　　　赤れんが
          山口市中河原町5-12

山口

3月17日（土）

北谷直樹
チェンバロリサイタル
～流れのほとりにて～

時間／14:00～15:40
赤れんがで所有蔵しているチェンバロのコンサート
で、赤れんが開館25周年記念事業です。スイス在住
のチェンバリストが来日し、バロックヴァイオリンの杉
田せつ子氏とのコラボで、スロヴェニアの現代作曲家
による組曲をはじめ、16～18世紀の作曲家達が音楽
に託した夢と魂の音色をお届けします。■チケット：一
般2,500円※エニー会員2,200円。未就学児入場不
可、託児有り3月9日（金）までに要申し込み、一人
500円■定員：100人■チケット販売所：C・S赤れん
が、山口情報芸術センター、山口市民会館、アスピ
ラート、文榮堂山大前店、松永ショールーム、サン
パークあじす、こどもステーション山口事務局
問い合わせ先／クリエイティブ・スペース赤れんが
☎083-928-6666
□HP  http://www.akarenga.justhpbs.jp/

会場／阿東地域交流センター
          山口市阿東徳佐中3425-1

山口

3月17日（土）

やまぐち街なか大学
明治維新150年出前講座
「維新に活躍した
名も知れぬ志士たち」

時間／14:00～16:00
明治維新を成したのは、高杉晋作、桂小五郎たちだ
けではない! 人知れず維新を成すために働いた志士
たちの活躍した地域（今回は阿東地域）に講師が出
向き、お話ししていきます。■参加料：無料■定員：
100人■申し込み方法：電話またはFAX■申し込み
期限：3月16日（金）
問い合わせ先／やまぐち街なか大学事務局
☎080-5238-3398　FAX083-934-3518
□HP  http://www.idom.jp/

会場／防府市公会堂
          防府市緑町1-10-32

防府

3月18日（日）

2018春 爆笑！
お笑い夢ライブ
inほうふ

時間／1回目：開場11:30 開演12：00
　　　2回目：開場14:30 開演15：00
人気芸人によるお笑いライブが防府へ! 出演は、は
なわ、どぶろっく、カミナリ、ヒロシ、さらば青春の
光、ハリウッドザコシショウ、KANAの豪華7組で
す。来場者特典として、当日抽選で、各回5組の方
に出演芸人達と写真撮影ができるチャンスがあり
ます。■入場料：全席指定　一般3,000円（当日
500円高）※3歳未満のひざ上鑑賞は無料■休館
日：火曜日■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、ローソンチ
ケット、チケットぴあ

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/
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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）

3月21日（水・祝）～25日（日）

特別GⅠ共同通信社杯
プレミアムカップ

時間／10:00～17:00
山陽オートレース場で開催されるレースの中で、一
番格式の高い、特別GⅠプレミアムカップが5日間に
わたって開催されます。全国から上位96人が一堂
に集結しますので、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／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

3月24日（土）

れきみん企画展
「とある神社の文書群
－江戸から明治へ！
山口の神社の変遷－」
関連イベント
「明治の新聞を
読んでみよう！」

時間／13:30～15:00
明治の「防長新聞」から当時の山口の社会状況を
読み取り、歴史について考えてみます。■参加料：
無料■定員：10人■申し込み方法：電話またはメー
ル■申し込み期限：3月8日（木）
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／長登銅山文化交流館
          美祢市美東町長登610

美祢

3月24日（土）～4月22日（日）

長登銅山文化交流館
第10回企画展
「小田善郎銅版画展」

時間／9:00～17:00
長登銅山跡は日本最古の国営銅山跡として国指定
史跡となっています。その長登銅山跡ガイダンス施
設で、銅を使用した銅版画展を行います。作家によ
る作品解説やワークショップも予定しています。■

問い合わせ先／長登銅山文化交流館（大仏ミュージアム）
☎08396-2-0055
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~naganobo/index.html

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■応募要件・申し込み方法：鑑定申込
書は美祢市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

会場／萩市民館
          萩市江向495-4

萩

4月22日（日）

明治維新150年祭
吹奏楽による
「音楽組曲『吉田松陰』」公演

時間／14：00～16：00
吉田松陰生誕150年を記念して作曲された「音楽組
曲『吉田松陰』」の初の吹奏楽による演奏会を開催し
ます。■入場料：一般1,500円、小中高生500円※当
日券は500円増（前売券完売の場合、当日券はありま
せん）■チケット販売所：萩市役所総合案内、各総合
事務所、萩市民館、サンライフ萩、アトラス萩店、サン
リブ萩、萩楽器店■チケット発売日：2月15日（木）
問い合わせ先／萩市文化・生涯学習課
☎0838-25-3511　FAX0838-25-3149

山陽
小野田

会場／山口市民会館
          山口市中央2-5-1

山口

3月21日（水・祝）

第45回
市民コンサート
～あの名演奏を
もう一度

時間／13:00～16:00
音楽コンクールで優秀な成績をおさめた方や熱心
な活動をなさった方をお招きし、あらためて演奏を
披露していただくコンサート。この日のために結成
する中高生の山口ジュニアオーケストラの演奏も
あります。■入場料：無料
問い合わせ先／山口市民会館
☎083-923-1000　FAX083-928-8488
□HP  http://yamaguchi-civichall.com/

会場／美祢市民会館大ホール
          美祢市大嶺町東分326-1

美祢

3月21日（水・祝）

市制施行10周年記念
美祢市民大学講座

時間／14:30～16:00
美祢市制施行10周年記念行事として、「箱根駅
伝」で4連覇を達成された青山学院大学陸上競技
部監督の原晋氏をお迎えして、「人と組織を強くす
る魔法の力～青学陸上競技部『箱根駅伝』四連覇
から見えたもの～（仮）」というテーマで講演会を開
催します。申し込み抽選によって、大ホールにご入
場いただけない方のために、当日は、美祢市民会
館大会議室において、大ホールの講演会の様子を
ライブ中継しますので、観覧を希望される方はご利
用ください（美祢市民会館大会議室の入場は無料
で、事前の申し込みも不要です）。■受講料：無料■
申し込み方法：往復はがきに下記①～③を記入の上
郵送にてお申し込みください。申し込み用の往復は
がきの返信はがきを「整理券」とさせていただきま
す。1枚につき2人まで申し込み可。①往信表面…
申込先（教育委員会生涯学習スポーツ推進課）の
宛先等を記入②往信裏面…名前・郵便番号・住所・
連絡先お電話番号・参加人数（1人または2人）③返
信表面…申込者郵便番号・住所・名前を記載してく
ださい。応募は、お一人様1枚にてお願いします。
参加人数は1枚につき2人までです。1歳以上のお
子様から「整理券」が必要になります。※申込者多
数の場合は抽選となりますが、抽選に当たっては
「市制施行10周年記念行事」のため、美祢市民を
優先させていただきますので、ご了承ください。■
申し込み期限：2月23日（金）

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「市民大学講座」係
〒759-2212 美祢市大嶺町東分326-1 
☎0837-52-5261　FAX 0837-52-2562
　shosupo@city.mine.lg.jp

入館料：無料（ワークショップは有料）■休館日：月曜
日■定員：ワークショップは10人■申し込み方法：
ワークショップは電話■申し込み期限：ワークショッ
プは3月10日（土）
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