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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

国際シンポジウム
および
ワークショップ
「カルスト台地の
科学と
ジオパーク」

3月9日（金）、10（土）

山陽小野田市
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ふるさと凧あげ
フェスティバル
～大空いっぱい
夢が舞う～

3月4日（日）

萩市

萩まちじゅう
味めぐり・
萩温泉郷湯めぐり
キャンペーン

3月31日（土）まで

津和野町

桃の節句
ひな人形展示

4月3日（火）まで

山口市

山口市
公共交通
ふれあい
フェスタ

3月10日（土）

防府市

2018春
爆笑! お笑い
夢ライブ
inほうふ

3月18日（日）宇部市
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さくら
ライトアップ

3月17日（土）～
4月8日（日）
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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：大人（高校生以上）300円、子
供（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：月曜日
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／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

3月4日（日）まで

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
□HP  http://www.hofutenmangu.or.jp/
防府市まちの駅うめてらす
☎0835-22-0500
□HP  https://ume-terrace.jp/

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

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／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
□HP  http://cmogori.ec-net.jp/

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：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

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

会場／笠山椿群生林
          萩市越ヶ浜

萩

3月21日（水・祝）まで

萩・椿まつり

時間／10:00～15:30

問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  http://hagishi.com/search/detail.php?d=900005

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

山陽
小野田

山陽
小野田

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。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

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めます。■駐
車料：期間中の土・日・祝日は300円（平日は無料）

会場／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

3月5日（月）まで

「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
動を行い、地域交流に取組みながら制作した作品
の展覧会を開催します。■観覧料：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
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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

3月2日（金）～3月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■作品
の募集は締め切りました。

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

4月8日（日）まで

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／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、年末年始
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／小郡文化資料館
          山口市小郡下郷609-3

山口

4月30日（月）まで

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／堀庭園
          津和野町邑輝795

津和野

4月3日（火）まで

桃の節句
ひな人形展示

時間／9:00～16:00
「ひなまつり」は女
の子の健やかな健
康を祈る伝統行事
ですが、そもそも
の起源は「季節の
節目に災厄から身
を守り、より良い幕
開けを祈る」こと
にあったようです。
女の子だけでな
く、皆が健やかで
いられますように。
そんな気持ちの込
められたお雛様。
堀庭園では今年もひな人形を展示します。町民有
志の方からご提供いただいたものや、拝借したひ
な人形たちが、堀庭園を華やかに彩ります。また、3
月4日（日）にはひな祭りを開催します。あわせてお
立ち寄りください。入場料：大人500円、中高生
300円、小学生200円■休園日：月曜日
問い合わせ先／堀庭園
☎0856-72-0010

会場／伊藤博文別邸
          萩市椿東1511-1

萩

4月3日（火）まで

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年に合わせて吉田松陰が
テーマとなっています。■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／萩博物館
          萩市大字堀内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会場／旧久保田家住宅ほか

          萩市呉服町1-31-5

萩

4月3日（火）まで

萩城下の古き雛たち

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。■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／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  http://hagishi.com/search/detail.php?d=900048
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会場／萩往還梅林園
          萩市椿1125

萩

3月3日（土）、4日（日）、
10日（土）、11日（日）

萩往還夢街道まつり

時間／10:00～16:00
11種類約300本の梅が美しく咲き誇る萩往還梅
林園にて、梅の開花時期に合わせて開催されるイ
ベントです。オカリナ演奏やライブ、琴の演奏会な
どのイベントをはじめ、呈茶席、屋台コーナーなど
が楽しめます。■参加料：無料
問い合わせ先／萩・維新夢街道盛り上げ隊　
☎080-2728-3971 
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=900069

会場／厚狭駅前商店街各所
          （JR厚狭駅在来線側）

3月3日（土）～10日（土）

第20回厚狭寝太郎の里
おひなさまめぐり

厚狭駅前商店街の約40店舗が、ひな人形やさげもんを
展示。最終日10日（土）には、各会場で趣向を凝らしたイ
ベントを開催します。※期間中、スタンプラリーを開催し
ます。各店舗に備え付けの応募用紙にスタンプを集めて
各店舗に提出すると、抽選で素敵な賞品を贈呈します。
問い合わせ先／厚狭駅前商店会事務局（山陽商工会議所）
☎0836-73-2525
□HP  http://www.sanyocci.ne.jp/

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／山口県漁協萩地方卸売市場
          萩市大字椿東4160-6

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。■参加料：無料
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／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 ※荒天時中止
消防業務の紹介と火災予防運動を目的とした消防
フェアです。【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／山陽小野田市中央図書館
          山陽小野田市栄町9-13

3月3日（土）

絵本作家講演会
「岡本よしろう絵本の世界」

時間／13:30～15:00
絵本作家の岡本よしろうさんを講師に迎え、講演会
を開催します。岡本さんは宇部市出身で絵画・立体・
動画・インスタレーションなど幅広く活動。岡本さん
の素敵なお話が聴けるチャンスです。ぜひ、お越し
ください! ■対象：年長以上■聴講料：無料■定員：
先着50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/

会場／萩・明倫学舎
          萩市江向602

萩

3月3日（土）、4日（日）

萩・明倫学舎 感謝祭
～ありがとう1周年～

時間／9:00～16:00
開館から1周年を迎える「萩・明倫学舎」で感謝祭を開
催します! ■3日（土）10:00（～16:00）クイズラリー、
10:30（～11:30）「海」のジオ鍋 無料でお振る舞い
（限定150食）、11:30 萩にゃん。と巡るミニガイドツ
アー、13:00（～16:00）萩ジオパーク構想モニターツ
アー（※要事前予約）、13:30 萩にゃん。と巡るミニガ
イドツアー、14:00 もちまき、 14:30（～15:00）松陰
先生の朗唱教室、15:00 萩にゃん。と巡るミニガイド
ツアー ■4日（日）9:00（～なくなり次第終了）もちの
つかみどり、10:00（～16:00） クイズラリー、10:30
（～11:30）「大地」のジオ鍋無料でお振る舞い（※限
定150食）、11:00 松陰ミュージカル、11:30 萩にゃ
ん。と巡るミニガイドツアー、13:00 松陰ミュージカ
ル、13:30（～14:30）萩・明倫学舎公開講座「小川是
苦集のあれこれ②」、13:30　萩にゃんガイドツアー、
14：00 もちまき、松陰ミュージカル 15:00 萩にゃん。
と巡るミニガイドツアー、15:30 松陰ミュージカル■
参加料 イベント・本館は無料　※2号館は入館料が必
要（大人300円、高校生200円、小中学生 100円）
問い合わせ先／萩・明倫学舎
☎0838-21-2018
□HP  http://hagimeirin.jp/2018/02/09/thanks1th/

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／山口情報芸術センター
　　　［YCAM］スタジオA
          山口市中園町7-7

山口

3月2日（金）～4日（日）

YCAM爆音映画祭 
特別編
35ミリフィルム特集

毎年夏に開催してきた「YCAM爆音映画祭」の特
別編。今回は、35㎜フィルムでのみ上映が可能な映
画を集めた特集です。繊細な大音響によって全身で
映画を体感することで、全く新しい映画体験を生み
出す爆音上映。国内各所で開催される爆音映画祭
の中でも日本最強と評される「YCAM爆音映画祭」
にて、今やシネコンでは見ることのできない名作の
魅力を、ぜひ爆音で再発見してください。■鑑賞料：
作品により異なる■申し込み方法：電話・インター
ネット■チケット販売所：山口情報芸術センター
問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222 
□HP  http://www.ycam.jp/cinema/2018/
　ycam-bakuon-film-festival-special-edition/
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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／山口市中央公園
          山口市中園町7-7

山口

3月10日（土）

山口市公共交通
ふれあいフェスタ

時間／10:00～15:00
　　　※荒天時は中止する場合あり
鉄道、バス、航空会社などの交通事業者をはじめ、
その他各団体がブースを出展し、路線バスやタク
シーなどの車両展示や公共交通に関するゲームな
どを通して、公共交通を身近に感じことができるイ
ベントです。公共交通機関を利用して9:30～
11:30の間にご来場の方にはお得な特典をご用意
しています（駐車場はありません。公共交通機関で

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～
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、参加料200円
（定員150人）■凧あげ

問い合わせ先／山陽小野田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
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/

会場／山陽小野田市中央図書館
          山陽小野田市栄町9-13

3月4日（日）

早春
懐かしの映画祭

時間／13:00～16:35
■対象：高校生以上■1作目/「ガス燈」（字幕）
13:00～14:55（予定）、第17回アカデミー賞主演
女優賞含む2部門に輝く、サスペンス映画の傑作！、
出演：イングリッド・バーグマン、シャルル・ボワイエ
■2作目「アンナ・クリスティ」（字幕）15:05～
16:35（予定）、伝説の女優グレタ・ガルボの記念す
べきトーキー映画第1作！、出演：グレタ・ガルボ■入
場料：無料■定員：50人程度
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/

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
地元の芸術家で結成した“アーティストBOX”のみ
なさんが分野を超えてコラボレーション。書、生け
花、絵画、陶芸、創作人形、写真といった多彩な展
示作品に加え、ステージイベントや体験コーナーも
あります。ぜひお越しください。■ステージイベン
ト：8日（木）14:00～草笛演奏、9日（金）14:00～音
楽を使って健康力UP、10日（土）11:00～紙芝
居、11:30～声楽、14:30～沖縄三線、11日（日）
10:00～ギター弾き語り、11:00～フルート演奏、
12:00～クラシックとジャズ、13:00～ダンス、
14:30～演奏と朗読■体験コーナー11日（日）：
11:00～15:00ペン習字（無料、先着20人）、陶器
絵付け体験（費用500円、先着20人）■お茶席：10
日（土）・11日（日）10:00～15:00（お茶代300
円、各日先着100人）■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 
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/

山陽
小野田

山陽
小野田

山陽
小野田

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
生以上、大凧・連凧の部：大凧100×100㎝以上、連
凧30枚以上）■バザー：うどん、焼きそば等の販売

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■参加
申し込みは締め切りました。
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

3月4日（日）

第31回消防展

時間／10:00～16:00
■屋内展示コーナー：
火災予防作品表彰者
および幼年消防クラ
ブ員の絵画の展示■
屋外展示・体験コー
ナー：はしご車乗車体
験、煙体験、消防車・
救急車の展示ほか■
入場料：無料
問い合わせ先／小野田消防署
☎0836-83-2702

山陽
小野田

会場／秋芳ロイヤルホテル秋芳館
          美祢市秋芳町秋吉1237-236

美祢

3月9日（金）、10（土）

国際シンポジウム
およびワークショップ
「カルスト台地の科学と
ジオパーク」

時間／9:00～
山口大学秋吉台アカデ
ミックセンターの開所1
周年を記念して、国内外
の研究者を招き、国際シ
ンポジウムとワーク
ショップを開催します。
カルスト地形に関わる研
究、ジオパークについて
の講演が行われます。■
参加料：無料■定員：
150人
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
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防府

3月11日（日）

防府市生涯学習
フェスティバル

会場／山口県漁協萩地方卸売市場
　　　道の駅「萩しーまーと」
          萩市大字椿東4160-61

萩

3月11日（日）

第12回 萩の真ふぐ祭り

時間／10:00～14:00（雨天決行）
真ふぐは、身の色が美しく飴色で歯ごたえもあり、
美味しく「ふぐの女王様」と呼ばれ、すべてが天然
物として流通している萩のブランド魚です。お祭り
では、真ふぐのお刺身無料試食（先着500人）や真
ふぐ鍋（200円）、握り寿司（500円）、真ふぐ味め
ぐり（1,000円）、お刺身、ミガキなど真ふぐ商品が
特価で登場します。産地・萩でその味の実力をお確
かめください。■参加料：無料
問い合わせ先／萩市水産課
☎0838-25-4195
道の駅萩しーまーと
☎0838-24-4937
□HP  http://seamart.axis.or.jp/contents/
　events/mafugu2010/main.html

会場／厚狭地区複合施設
          山陽小野田市大字鴨庄94

3月11日（日）

第2回（通算9回）
あさとしょかん
春のぽんまつり

時間／10:00～15:30
大人から子供まで楽しめるイベントをたくさん企画し
ています。みなさんのお越しをお待ちしてます。■内
容：poco a pocoによるスプリングコンサート（14:00
～15:00、先着50人、電話にて申込み）、除籍雑誌・図
書の譲渡会、古本市、おはなし会、工作教室（先着20
人、参加料無料）、飲食バザーほか■参加料：無料
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/

山陽
小野田

会場／ときわ公園東駐車場
          宇部市沖宇部254

宇部

3月11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／津和野高校グラウンドスタート
          津和野町後田ハ12-3

津和野

3月11日（日）

第28回 つわのSL
健康マラソン大会

時間／9:20～
山陰の小京都・津和野は、城下町として、史跡、名
勝、文化財及びすばらしい自然に恵まれた町です。

問い合わせ先／津和野町教育委員会
☎0856-72-1854

会場／山口情報芸術センター
　　　［YCAM］スタジオA
          山口市中園町7-7

山口

3月10日（土）

チェルフィッチュ
「三月の5日間」
リクリエーション

時間／18:00～
演劇団体「チェルフィッチュ」が全国7都市をまわる公演ツ
アーの山口公演。活動20周年を節目に彼らが挑んだのは、
日本の現代演劇のターニングポイントとも評されるチェル
フィッチュの代表作『三月の５日間』のリクリエーション。初演
から10年以上が経ち、若者像も、都市も、情報の速度も、戦
争との距離も変わったいま、もはや“時代劇”とも呼べる本作
が、全国オーディションによって選ばれた20代前半の俳優7
人によって新たに生まれ変わります。■鑑賞料：一般3,000
円／any会員、特別割引、25歳以下1,500円／高校生以下
1,000円／当日 一律3,500円■申し込み方法：電話または
インターネット■チケット販売所：山口情報芸術センター
問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222 
□HP  http://www.ycam.jp/events/2018/
　five-days-in-march-recreation/

会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

3月10日（土）～5月6日（日）

企画展「山頭火と
ふるさと防府」

時間／10:00～18:00
防府で生まれ育った山頭火は、防府を
去ったのちも俳句や日記などではふるさ
とのことをしばしば述べています。今回の
企画展では、山頭火の俳句や日記、葉書
等からふるさとに対する思いが感じられる
ものを、防府から離れていた行乞の時代、
防府を近くに感じることの多かった其中
庵時代、時代ごとに区分して紹介します。
関連イベント■学芸員によるギャラリー
トーク：3月17日（土）、3月31日（土）、4
月14日（土）、4月28日（土）14：00～、予
約は不要。■絵手紙を書こう! 4月29日
（日・祝）13：30～（小・中学生対象）※詳細
は後日HP等にて告知します。■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／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

3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。■対象：小学生以上（小学3年生以
下は保護者同伴）■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：3月7日（水）、21日（水・祝）、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

問い合わせ先／山口市公共交通委員会
☎083-934-2729

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10日（土）

アラ還フェスティバル
PARTXIV

時間／12:30～
アラ還世代の青春時代を彩った懐かしい曲が数多
く演奏されます。アラ還世代の活気あふれるコン
サートをぜひご覧ください。■入場券：500円（当日
700円）■チケット販売所：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
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/

山陽
小野田

また、SLの走る町としても、全国的に有名になりま
した。歴史ある津和野高校（嘉楽園）を出発し、SL
の走る津和野駅、白壁と堀割の殿町通り、国の名勝
地・堀庭園を楽しく走り、健康と体力づくりへの関心
を高めることをねらいとして、本大会を開催します。
招待選手として、ヘルシンキ世界陸上女子マラソン
銀メダリストの大島めぐみさんをお招きします。

ご来場ください）。■入場料：無料
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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

3月15日（木）

畑クッキング

時間／13:00～15:00
畑でとれた新鮮な野菜を使った料理講座■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：3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／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

3月15日（木）

渡辺翁記念会館
見学ツアー＆笑いヨガで
元気にワハハ

時間／14:00～15:30
国指定重要文化財である渡辺翁記念会館の見学と、「笑
いの体操」と「ヨガの呼吸法」を組み合わせた運動法・笑
いヨガの体験。■参加料：無料■申し込み方法：電話
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355

山陽
小野田

会場／厚狭図書館
          山陽小野田市大字鴨庄94

3月15日（木）

第2回夕ぐれおはなし会
「外国語で絵本を楽しもう」

時間／17:30～18:00
日本・英語・韓国語で絵本の読み聞かせをします。■対象：
小学生■参加料：無料■申し込み方法：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

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16日（金）

劇団はぐるま座公演
「動けば雷電の如く
～高杉晋作と明治維新革命」

時間／18:30～
“安政の開国”に抗して世直しと独立を成し遂げた誇り高
き人々。■原作：小田和生、改作：劇団はぐるま座創作集
団■入場券：一般3,000円（当日3,500円）、中高生
1,500円（当日1,800円）、小学生800円（当日1,000
円）■チケット販売所：おのだサンパーク、イトオ楽器店、
山陽小野田市文化協会事務局（不二輸送機ホール内）
問い合わせ先／劇団はぐるま座
☎083-254-0516

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
【館長と行く！萩のスペシャル列車ウォッチング！】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（２つのスペ

問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

3月14日（水）

ハーブ・スパイスを
使ったアートを
楽しみましょう！

時間／①10：00～12：00　
　　　②13：30～15：30
ハーブ・スパイスを使ったアート作品を作ります。■
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：3
月5日（月）～12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）1F市民スペース
          防府市戎町1-1-28 

防府

3月14日（水）～25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」
受賞作品展示

時間／9:00～17:00（初日は10：00～）
コンテストの受賞作品を展示します。■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/

たち　ひさし

会場／ルルサス防府
          防府市栄町1-5-1
　　　アスピラート
          防府市戎町1-1-28
時間／10:00～16:00
ものづくりなどの体験講座、講演、子ども向け講座、
文化センター市民教養講座・サークル作品展、ス
テージ発表、学ぼうやコンテスト（イラストコンテス
ト）など、楽しく学べるイベントがたくさんあります。
会場内では、学ぼうやスタンプラリーも実施してい
ますので、お誘い合わせの上、ぜひお越しください。
また、当日は混雑が予想されますので、公共交通機
関をご利用ください。■参加料：無料（講座によって
は材料代、資料代がかかる場合があります。）
問い合わせ先／防府市生涯学習フェスティバル実行委員会
（事務局：防府市生涯学習課）
☎0835-23-3015　FAX0835-38-8131
※開催当日（3/11）は防府市市民活動支援センター
☎0835-38-4422

会場／萩市民館大ホール
          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

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：往復はがきか専用フォーム。往復
ハガキの場合は、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・スマホ・携帯電話からア
クセスし、申し込んでください。（ＰＣ・スマホ共用）
http://ws.formzu.net/fgen/S52329919/（スマ
ホ専用）http://ws.formzu.net/sfgen/S523299
19/（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：3月2日（金）          
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山口

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

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」
（阿東地域）

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/

山陽
小野田

会場／山陽小野田市中央図書館
          山陽小野田市栄町9-13

3月17日（土）

福田幸広&ゆうきえつこ
スライドトークショー
「ぼくらはみんな生きている」

時間／14:30～16:00
しあわせ動物写真家の福田幸広さんと野生動物撮影
コーディネーターのゆうきえつこさんをお迎えして、
スライドトークショーを開催します。20年以上、2人で
旅をしてきた地球上の動物たちの姿を楽しい写真と
動画を使ってお話しします。地元山口県内で撮影され
た、ニホンアナグマのとても貴重なシーンも紹介! ■
参加料：無料■申し込み方法：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/

山口

山口

会場／山口情報芸術センター スタジオＡ
          山口市中園町7-7

3月17日（土）

揃います! 花の2006年
デビュー組
～「ぐるぐるの図書室」
誕生の物語～

時間／14:00～15:30
「ぐるぐるの図書室」（講談社）の著者である工藤純
子さん、菅野雪虫さん、濱野京子さん、廣嶋玲子さ
ん、まはら三桃さんをお招きしたトークイベントを開
催します。この作品は、児童文学の第一線で活躍す
る5人が、「図書室」というひとつのテーマで挑んだ
リレー小説です。子どもから大人まで幅広い世代に
人気の児童文学作家さんが5人揃ってのスペシャル
トークイベントです。■参加料：無料■定員：400人
問い合わせ先／山口市立中央図書館
☎083-901-1040
　info@lib-yama.jp
□HP  http://www.lib-yama.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

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
赤れんがで管理活用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、any会員2,200円（未就学
児入場不可 託児有り3月9日までに要申し込み 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/

日本中世史研究の第一人者が、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／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

3月17日（土）

フィルムカメラの
魅力を知る会

時間／10:00～14:00
ラージフォーマット・中判・一眼レフカメラなど、フィ
ルムカメラの魅力を紹介。撮影体験会も開催しま
す。■持参品：カメラ（可能な人）■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16日（金）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111
　actvillageono@gmail.com

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

会場／長登銅山文化交流館
          美祢市美東町長登610

美祢

3月17日（土）

長登銅山跡発掘調査
現地説明会

時間／10:00～12:00
今年度実施した長登銅山発掘調査の説明会を実施
します。お気軽にご参加ください。長登銅山文化交
流館から発掘調査地まで20分ほど歩きます。調査
地周辺は足場が悪いところもありますので、動きや
すい服装、履きなれた靴でお越しください。■参加
料：無料
問い合わせ先／美祢市文化財保護課
☎0837-62-1921

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

3月17日（土）、18日（日）

ワークショップ
「まるまるたまGO!
～玉子にお絵かき」

時間／10:00～16:00
「たまごのカラを使って小さ
いアート作品を作ろう!」絵の
具やマジックで着色したり、
手芸パーツで飾ったり、簡単
な作品作りをします。■参加
金：無料■定員：各日40人
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
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

3月17日（土）、18日（日）

アートフェスティバル2018

時間／10:00～17:00
芸術村の春の恒例行事「アートフェスティバル」。今年
も美祢市を中心に、県内各地で活動する文化団体に
よる展示と舞台の発表を行います。■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
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山陽
小野田

会場／江汐公園管理棟・グリーン広場ほか
          山陽小野田市高畑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／10:00～15：00
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、バードウォッチング（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

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～
世界で活躍するチェンバロ奏者と弦楽アンサンブ
ルのコンサートです。■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）■演奏曲：ヴィヴァルディ
「弦楽のための協奏曲ト短調RV.157」、J.S.バッ
ハ「チェンバロ協奏曲イ長調BWV.1055」ほか■
入場料：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）■チ
ケット販売所：不二輸送機ホール、山陽小野田市民

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/

山陽
小野田

会場／きららガラス未来館
          山陽小野田市焼野海岸

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、息をい
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／琴崎八幡宮バス停集合
          宇部市琴崎町

宇部

3月18日（日）、4月1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：先着各40人■申し込み方法：電話または
FAX■申し込み期限：3月16日（金）、30日（金）
問い合わせ先／宇部市観光推進課
☎0836-34-8353　FAX0836-22-6083

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／①12:00～14:05
　　　②15:00～17:05
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■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/

会場／ときわ公園東駐車場・
　　　じゃぶじゃぶ池付近
          宇部市沖宇部254

宇部

3月17日（土）～4月8日（日）

さくらライトアップ

時間／18:30～22:00
ときわ公園内の桜を幻想的にライトアップ!
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／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

3月18日（日）

親子手作りチーズ教室

時間／10:00～
ときわ動物園開園3周年記念イベント。■持参品：エプ
ロン、三角巾■定員：先着15組■申し込み方法：電話・
FAX・メールのいずれか■申し込み期限：3月15日（木）
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

会場／山口情報芸術センター
　　　［YCAM］ホワイエほか
          山口市中園町7-7

山口

3月18日（日）

春のYCAMくるくる市

時間／11:00～15:00
山口県内の個性あふれるお店が集うマーケット
「YCAMくるくる市」。昨年5回にわたって開催し好
評だったこのマーケットは、日々の暮らしから生ま
れる、人々の創意や、新たな工夫を発表する交流
の場として、地域における「つくる」「循環する」
「つなぐ」をテーマにした、クリエイティブ・リユー
ス・マーケットです。当日は、地域資源を活かした創
造的な活動をおこなうお店や作家が、山口の地元
食材や、素材と製法にこだわった食品、生活雑貨な
どを販売します。合わせて、親子で楽しめるイベン
トなども開催します。■入場料：無料
問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222
□HP  http://www.ycam.jp/events/2018/
　ycam-kurukuru-market-in-spring/

会場／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1

宇部

3月18日（日）

消防フェア

時間／11:00～15:00
はしご車などの車両展示、ミニ防火衣の試着体験
コーナー、煙体験、初期消火訓練、観覧車からの救
出訓練。
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

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
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会場／山口宇部空港
　　　国際線ターミナル前集合
          宇部市沖宇部625

宇部

3月24日（土）

てくてくまち歩き
則貞から岬（見崎）、
江戸期の海岸線を歩く

時間／9:30～12:00
伊能忠敬測量隊が計量した海岸線をたどります。
■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：3月23日（金）
問い合わせ先／宇部市観光推進課
☎0836-34-8353　FAX0836-22-6083

津和野

会場／津和野町郷土館
          津和野町森村口127

3月21日（水・祝）～5月14日（月）

亀井家墓所国史跡指定記念
津和野藩主亀井家と永明寺

時間／8:30～17:00
昨年11月、津和野藩主亀井家墓所を国史跡に指定するよ
う、国の文化審議会が答申を行いました。これを記念して、
津和野町郷土館では、現在「津和野藩主亀井家と永明寺」
展を行っています。永明寺は亀井家の菩提寺として、今回
の国史跡指定の範囲にも含まれました。その歴史は古く、
15世紀ごろの武将吉見頼弘が創建したとの由緒を持って
います。今回の特別展では、永明寺と亀井家の歴史を紹介
しながら、永明寺が所蔵している貴重な歴史資料や美術品
などを公開します。■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）
問い合わせ先／津和野町郷土館
☎0856-72-0300

会場／萩往還
          ①佐々並～萩市中央公園 20㎞コース
          ②明木～萩市中央公園 11㎞コース

萩

3月24日（土）

萩往還ワンデー
ウオーク2018

時間／佐々並コース9：00～
　　　明木コース10：00～
維新の志士たちが駆け抜けた歴史の道「萩往還」
で、国の重要伝統的建造物群保存地区の佐々並市
や各所史跡を巡るウォーキング大会を開催します。
昨年は約1,300人が参加した、見どころいっぱいの
萩往還ワンデーウオークに、ぜひご参加ください。
■佐々並コース（20㎞）：受付場所 佐々並公民館
（支所）・受付開始 7:30～・スタート 9:00・コース 
佐々並公民館～落合の石橋～一升谷の石畳～乳母
の茶屋～悴坂駕籠建場跡～涙松跡～唐樋札場跡～
菊屋横町～中央公園■明木コース（11㎞）：受付場
所 旭イベント広場（明木）・受付開始 8:30～・スター
ト 10:00・コース 旭イベント広場～乳母の茶屋～悴
坂駕籠建場跡～涙松跡～唐樋札場跡～菊屋横町～
中央公園■輸送バス▽ゴール（中央公園周辺等）に
駐車の場合：中央公園から各スタート場所までお送
りします（運行時間：佐々並コース 7:00、8:00、明
木コース 8:00、9:00）▽スタート場所に駐車の場
合：ゴール後、随時、各スタート場所までお送りしま
す■駐車場：萩市旭農林漁業者等山村広場、旭イベ
ント広場、明倫小学校グラウンド、萩市役所前庭・第
２・第３駐車場、萩総合庁舎■参加料：一般1,000
円、高校生以下、75歳以上は無料■応募要件：小学
生以上対象（小学生は保護者同伴）■持参品：水筒、
雨具、帽子、タオル、健康保険証、ごみ袋、マイカッ
プ、その他必要なもの※弁当（500円）を希望され
る方は、参加申し込みの際に料金を添えて申し込ん
でください。※申し込み受付は終了しました※当日
飛び入り申し込みもできます
問い合わせ先／萩往還ワンデーウオーク実行委員会
萩市民体育館内萩市スポーツ振興課
☎0838-25-7311
　sports@city.hagi.lg.jp
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/
　25/h9250.html

山陽
小野田

会場／山陽オートレース場
          山陽小野田市大字埴生700
          （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名が一同に集結します。
また、週末は、美祢サファリランドから珍しい動物たちが
来場するなど、各種イベントをご用意しています。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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29
　　　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

3月21日（水・祝）～5月6日（日）

地球の歴史と
動物と植物の進化展

時間／ときわミュージアム
　　　～4月8日（日）9:00～17:00
　　　体験学習館モンスタ
　　　～5月6日（日）9:30～17:00
動物と植物の秘密を楽しく学びましょう。■参加料：
無料■休館日：火曜
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
宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541
　info@tokiwa-zoo.jp

山陽
小野田

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21日（水・祝）

第41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.41

時間／ファミリーコンサート11:00～
　　　ティータイムコンサート14:00～
　　　※開場はいずれも30分前です。
ご家族、ご友人をお誘いのうえ、お越しください♪
■演奏：sama-sama（打楽器・尺八）、和楽奏人和
夢（和楽器）　■ファミリーコンサート：0歳から入場
可能です。プレイマットの上で一緒に座ってご覧い
ただけます。■ティータイムコンサート：未就学児の
入場はご遠慮ください。■入場券：ファミリー500円
（高校生以下は無料）、ティータイム800円（飲み
物・お菓子付き）■チケット販売所：不二輸送機ホー
ル、市民館、イトオ楽器店（山陽小野田市）
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/

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
□HP  http://yamaguchi-civichall.com/
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会場／新山口駅北口駅前広場
          小郡下郷1258-2

山口

3月24日（土）

新山口駅北口駅前広場
オープニングイベント

時間／10:30～17:00
新山口駅北口駅前広場がオープンする事に伴い、さ
まざまなイベントが開催されます。先着500人に山頭
火鍋も振る舞われます。■SL「やまぐち」号（D51）出
発式（10 : 50から1番のりばにて）■ＪＡ全農
COUNTDOWNJAPAN公開生放送（13:00から「0
（ゼロ）スタジオ」にて）■明治維新150年「維新よさ
こい乱舞」（15:00から駅前広場にて）■入場料：無料
問い合わせ先／山口観光コンベンション協会
☎083-933-0088

会場／ときわ動物園 リスザル展示場前
          宇部市則貞3-4-1

宇部

3月24日（土）

突撃！ときわのサルごはん
～リスザルのなんちゃって
幼虫ごはん～

時間／13:00～13:30
リスザルの食性や生態、環境エンリッチメントにつ
いてガイドします。また、代表者は専用の容器にエ
サを詰め、展示場内に設置する体験ができます。■
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／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

3月24日（土）

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
☎083-924-7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/

会場／防府市桑山

防府

3月下旬～4月上旬

桑山公園夜桜
ボンボリ点灯

時間／18:00～21:00
ほんのりと明るくライトアップされた夜の桜道を歩
くと、普段とは異なる美しい光景が広がります。■
観覧料：無料
問い合わせ先／（一社）防府市観光協会
☎0835-25-2148
□HP  https://visit-hofu.jp

会場／山口ふるさと伝承
　　　総合センター集合
          山口市下竪小路12

山口

3月24日（土）

未来の自分さがし
バスツアー

時間／9:30～15:30
「新たに何か始めたいけれど、具体的にどこで何の
情報が得られるのか分からない」と感じている方を
対象に、山口市内の学び・ものづくり・活動のスポッ
トをめぐるバスツアーを開催します。山口ふるさと
伝承総合センター、山口大学、県民活動支援セン
ター、山口県立大学、山口県文書館をめぐり、詳し
くお話を聞いていきます。■参加料：1,000円（昼
食込）■定員：20人（先着順）■申し込み方法：電話・
FAX・メールのいずれかで、〒住所、氏名、電話番
号を連絡■申し込み期限：3月22日（木）
問い合わせ先／やまぐち街なか大学事務局
☎080-5238-3398　FAX083-934-3518
　office@idom.jp
□HP  http://www.idom.jp/

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

3月24日（土）

岡本よしろうさんと
“かぶりもの”を
作ろう！

時間／①10:00～11:30 ②13:30～15:00
宇部市出身の画家と“かぶりもの”を一緒に作ろう！植物
館の中を見学し、自分のお気に入りの花や木をイメージ
して“かぶりもの”を制作します。完成後は、植物館で記
念撮影をします。■対象：小学生以下と保護者■参加料：
1,500円■定員：先着8組■申し込み方法：電話・FAX・
メールのいずれか■申し込み期間：3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／長登銅山文化交流館
　　　（大仏ミュージアム）
          美祢市美東町長登610

美祢

3月24日（土）

秋吉台エコツアー　
日本最古の長登銅山
露天掘り跡の探検

時間／9:30～15:30
冬場でないと入れない榧ヶ葉山山頂の露天掘りを探
検し、「謎の五星文」や大切10号坑を見学します。
■参加料：2,000円（弁当・保険料を含む）■定員：30
人（最少催行人員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：3月19日（月）
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／厚保地域交流ステーション
          美祢市西厚保町本郷115 厚保駅内

美祢

3月24日（土）

ジオカフェ

時間／13:30～15:30
厚保駅から厚保小学校までの道のりをまち歩きし
ます。まち歩き終了後は厚保栗を使ったスイーツを
囲んでみんなでワイワイ話しましょう。■参加料：無
料■申し込み方法：電話■申し込み期限：3月23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
　mine-geo@city.mine.lg.jp
□HP  http://mine-geo.com

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。■
小田氏による作品解説 3月31日（土）10:00～
11:00（参加料無料）、ワークショップ「ローラー
アート」 4月8日（日）13:00～16:00（有料）■入
館料：無料（ワークショップは1,500円）■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）
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
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会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

4月1日（日）

おいでマルシェ

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

会場／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1

宇部

4月1日（日）

さくらまつり2018

時間／10:00～15:00
■メインステージ：音楽やダンスのパフォーマンス
■屋台村■さくらスイーツフェア：さくらにちなんだ
スイーツなどを販売！
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

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

4月1日（日）

スティールパンコンサート
～カリブ海の心地よい風を運ぶ
スティールパンの音色～

時間／13:30～14:30
カリブ海に浮かぶトリニダード・トバゴで生まれた楽
器スティールパン。大きなお鍋のような楽器から飛び
出す音は軽やかで、不思議な音色です。終演後、演
奏で使った打楽器やスティールパンの体験ができま
す。■チケット：大人700円、18歳以下300円■休館
日：月曜日（祝日の場合は翌日）■定員：80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、こどもステーション山口事務局

会場／ファブラボ山口
          山口市中央5-15-13
          「５ツリータウン住夢103号」

山口

3月25日（日）

プログラミング＆
ものづくりワークショップ
「光の変化で
温度が分かる！？
ＬＥＤカップコースターを
つくろう！」

時間／13:00～16:00
マイコン（マイクロコンピューター）と温度センサー、Ｌ
ＥＤを活用して、光の変化でカップの温度がわかる
コースターを製作します。プログラミングやレーザー
カッターを活用して最新のものづくりにチャレンジ！ 野
田学園中学高等学校の生徒が丁寧に教えます。※専
用の駐車場はありませんので、近隣駐車場、公共交通
機関等をご利用ください。■参加料：500円■定員：先
着10人■応募要件：小学４年生から中学３年生まで■
申し込み方法：電話またはメールで参加者氏名、生年
月日、保護者同伴の有無、返信用の連絡先（電話また
はメールアドレス）■申し込み期限：3月9日（金）
問い合わせ先／山口市創生推進課
☎083-934-2928
　sosei@city.yamaguchi.lg.jp

山陽
小野田

会場／山陽小野田市中央図書館
          山陽小野田市栄町9-13

3月25日（日）

野中元×かるべけいこ
スライド＆トークショー
「苦しいときほど
ご飯と味噌汁
～熊本地震後のお話～」

時間／13:30～15:00
写真家で百姓の野中元さんと自然食料理家のかる
べけいこさんをお迎えして、スライドトークショーを
開催します。■参加料：無料■定員：50人程度■申
し込み方法：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/

会場／宇部市立図書館
          宇部市琴芝町1-1-33

宇部

3月25日（日）

スライドトークショー
「ぼくらはみんな生きている！」

時間／13:30～15:00
しあわせ動物写真家・福田幸広と野生動物撮影
コーディネーター・ゆうきえつこが、地球上の動物の
姿を楽しく紹介。県内で撮影された、ニホンアナグ
マの貴重なシーンも紹介します。■参加料：無料■
定員：先着60人■申し込み方法：電話・FAX・メール
のいずれか■申し込み期限：3月16日（金）
問い合わせ先／宇部市立図書館
☎0836-21-1966　FAX0836-21-3801
　library@city.ube.yamaguchi.jp

山陽
小野田

会場／山陽小野田市中央図書館
          山陽小野田市栄町9-13

3月31日（土）

バリアフリー映画上映会

時間／14:00～16:00
バリアフリー映画とは、視覚障がいのある人や高齢者な
どにも、家族や友人とと一緒に映画鑑賞ができるように、
日本語字幕と音声ガイドをつけたものです。■対象：中学
生以上■上映作品「博士の愛した数式」、第1回本屋大
賞に輝いた小川洋子の同名ベストセラー小説を映画化！ 
出演：寺尾聰、深津絵里■費用：無料■定員：30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/

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31日（土）～6月24日（日）

とびだす！
彫刻メッセージカードを
つくろう

時間／9:00～17:00
彫刻のイラストにぬり絵をして、開くと飛び出すメッセー
ジカードをつくろう。■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

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

3月25日（日）

和酒フェス2018

時間／11:00～16:00
県内の蔵元が大集結！ いろいろな地酒・焼酎の利き
酒ができる！（有料）
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／秋吉台家族旅行村駐車場（集合場所）
          美祢市秋芳町秋吉1237-553

美祢

3月31日（土）

秋吉台エコツアー　
早春の龍護峰!

時間／9:50～15:00（受付は9:20～）
■龍護峰に登り、それぞれの植物の生育に思いを馳
せます。■山焼き直後の、登山道沿いの植物を観察し
ます。■参加料：2,000円（弁当・保険料を含む）■定
員：24人（最少催行人員15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：3月26日（月）
問い合わせ先／秋吉台地域エコツーリズム協会
☎0837-63-0055
　mine-geo@city.mine.lg.jp
□HP  http://www.akiyoshidai-ecotour.org/home
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会場／万倉ふれあいセンター集合
          宇部市大字西万倉1672

宇部

4月7日（土）

今富ダム湖畔桜
ウオーキング

時間／8:50～13:00
今富ダム湖畔まで桜を眺めながら、約5.3㎞を歩き
ます。ウオーキング後は、「ぜんざい」で疲れを癒や
し、楠こもれびの郷でお買い物をお楽しみくださ
い。（当日買物券付き）■持参品：飲み物、タオル、帽
子、手袋、雨具など■参加料：500円■定員：100人
■申し込み方法：電話・はがき・ＦＡＸのいずれか■申
し込み期限：3月30日（金）
問い合わせ先／宇部市北部地域振興課
〒757-0292 宇部市大字船木365-1
☎0836-67-2812　FAX0836-67-2158

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

山口

4月7日（土）、8日（日）

中原中也記念館
無料開館

会場／井上公園、県道204号周辺
          湯田温泉2-5

4月7日（土）、8日（日）

維新の郷
湯田温泉白狐まつり

時間／7日（土）10:00～20:00
　　　8日（日）10:00～15:30
白狐パレードそして、温泉への感謝の気持ちと、お
湯がいつまでも湧き続けますよう祈りを込めて、夜
は白狐姿のたいまつ行列で賑わいます。2日間
様々なイベントを用意します。■参加料：無料
問い合わせ先／湯田温泉白狐まつり実行委員会
☎083-941-5379
□HP  https://www.facebook.com/byakkomatsuri/

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／防府市青少年科学館（ソラール）
          防府市寿町6-41

防府

4月1日（日）～8日（日）

春休み工作教室

時間／9:30～17:00（入館は16：30まで）
４歳から参加できる随時工作２種類と、科学の原理
を学べる小学生向け工作教室（１日４回・要整理券）
の３教室を、２日ごとに内容を入れ替えて実施しま
す。７・８日は随時工作２種類のみ実施します。また、
春休みアニメーション上映などもあります。■観覧
料：大人（高校生以上）300円、子供（小中学生）
100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■定員：①随時参加教室
（1日2教室）－なし②申込参加教室（1日1教室）－
16人/回（4回実施）■申し込み方法：①随時参加教
室－申込不要／無料②申込参加教室－当日整理券
購入／参加費：200円
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／藍場川（受付：旧湯川家屋敷）
          萩市川島

萩

4月3日（火）

流し雛

時間／10:00～11:00
「萩城下の古き雛たち」の最終日に、藍場川沿いで
開催します。子どもたちの健やかな成長と無病息災
を願い、手作りのお雛さまを桟俵に乗せて藍場川
に流します。■参加料：無料
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  http://hagishi.com/search/
　detail.php?d=900010

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6日（金）

美祢市市制施行10周年記念
第31回 みね桜まつり
“わっしょい桜”
AUN J CLACSSIC
ORCHESTRA
CONCERT 2018 In 山口

時間／19:00（開場18:00）
AUN J CLASSIC ORCHESTRA（アウン ジェイ 
クラッシク オーケストラ）〔世界に響け、日本の音
色〕和太鼓、三味線、箏、和太鼓、尺八、鳴り物、篠
笛　和楽器のみで構成され、世界各地でライブツ
アーを開催するユニットが美祢市でコンサートを開
催します。（第31回みね桜まつりの前夜祭イベン
ト）■チケット料金：〔全席自由〕：一般2,500円
（3,000円）、小中高学生1,000円（1,500円）※
（ ）内の料金は当日料金　※前売りで完売となりま
したら当日券の販売はありません。■定員：700人
■チケット販売所：美祢市商工会
問い合わせ先／みね桜まつり実行委員会
☎0837-52-0434　FAX0837-52-0464
　mineshi@yamaguchi-shokokai.or.jp
□HP  （AUN J クラシック・オーケストラ公式サイト）
　http://www.aunj.jp

会場／万倉の大岩郷駐車場
          美祢市伊佐町奥万倉

美祢

4月7日（土）

秋吉台エコツアー　
大岩郷・金毘羅参拝と
大岩郷で餅つき

時間／10:00～14:00（受付は9:45～）
のどかな春の一日に大岩郷近辺を歩いてみません
か。山頂にある金毘羅の祠を訪ねたあと、整備され
た大岩郷の広場にて餅つきを行います。■参加料：
2,000円（昼食代・保険料・資料代を含む）■定員：
20人（最少催行人員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：4月2日（月）
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／美祢市役所駐車場
          美祢市大嶺町東分326-1、
          美祢さくら公園ほか

美祢

4月7日（土）

第31回みね桜まつり

時間／11:00～19:00
厚狭川河川敷の桜並木が市役所横にあり、お祭り
と花見を一緒に楽しむことができます。当日は着物
の着付けもできます（有料）。4月6日（金）、8日
（日）にはおもてなしの出店や竹灯篭もあります。
問い合わせ先／みね桜まつり実行委員会
☎0837-52-0434　FAX0837-52-0464
　mineshi@yamaguchi-shokokai.or.jp
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会場／デザインプラザHOFU
          防府市八王子2-8-9

防府

4月14日（土）、15日（日）

じばさん春まつり

時間／9：00～16：00
　　　（15日は15：30まで）
「山口・防府特産市」では、選りすぐりの特産品が一
堂に集まります。また、ふるさとグルメを集めた飲食
ブースや、クラフト教室などの体験型イベントもあ
り、一日中楽しめます。■入場料：無料
問い合わせ先／デザインプラザＨＯＦＵ
☎0835-25-3700

会場／宇佐八幡宮
          防府市鈴屋840

防府

4月14日（土）、15日（日）

シャクナゲまつり

時間／10：00～
宇佐八幡宮境内にはシャクナゲ園があり、４月中旬
から５月上旬に見頃をむかえます。1999（平成11）
年に開設されたシャクナゲ園には、十数種類、約
1,000本のシャクナゲが植えられています。境内で
は、バザー等の催しが行われます。■観覧料：無料
問い合わせ先／宇佐八幡宮
☎0835-36-1154
□HP  https://visit-hofu.jp

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

4月14日（土）～6月3日（日）

企画展「萩博
美のイッピン！」

時間／9:00～17:00（入館は16：30まで）
2018（平成30）年春の新収蔵庫完成を記念し、当
館収蔵品の中から「美」という視点で、特に選んだ
ものを展示します。■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／むつみ地域トマトほ場

萩

4月14日（土）～10月13日（土）

トマトスクール
受講生募集

時間／9:00～12:00
トマト農家のほ場で、土づくりから収穫までの技術
などを座学と実践により習得できます。■とき・内
容：4月～10月の計7回▽4月14日（土）栽培概要、
鉢上げ等▽5月26日（土）定植等▽6月23日（土）
誘引、摘果等▽7月21日（土）病害虫防除、収穫等
▽8月18日（土）芽かぎ等▽9月15日（土）土づく
り、温度管理等▽10月13日（土）流通・販売■講
師：栽培農家、ＪＡ営農指導員、萩農林事務所農業
部■受講料：年間3,000円■定員：先着20人■応
募要件：萩農林事務所農業部■対象者：将来山口あ
ぶトマト部会に所属し、市内の農地でトマトを栽培
する方■申し込み方法：むつみ総合事務所備え付け
の申請書（萩市HPからダウンロード可）を持参また
はＦＡＸ■申し込み期限：４月６日（金）
問い合わせ先／むつみ総合事務所産業振興部門
☎08388-6-0211　FAX08388-6-0218
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/
　soshiki/45/h18286.html

山口

会場／徳佐八幡宮
          山口市阿東徳佐中3673

4月8日（日）

さくら祭

時間／9:45～12:00
シダレザクラなど約250本の桜が咲き誇る徳佐八
幡宮で、桜まつりを開催します。参道に咲く桜はま
るでトンネルのようです。■参加料：無料
問い合わせ先／NPOあとう
☎083-956-2526
□HP  http://ato-town.com/

山陽
小野田

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

4月11日（水）～15日（日）

GⅠ第24回
平成チャンピオン
カップ

時間／10:00～17:00

山陽オートレース場で、格式の高いＧⅠ平成チャンピ
オンカップが５日間にわたって開催されます。開催中
は、各種イベントをご用意していますので、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／秋吉台エコ・ミュージアム前
          美祢市美東町赤2368-1

美祢

4月8日（日）

第15回
大正洞桜祭り

時間／10:00～15:00
化石採集体験、グラウンド・ゴルフ大会、サファリラ
ンド移動動物園、草木染め体験、桜マーケット・バ
ザー、各種ステージイベントが実施されます。
問い合わせ先／秋吉台エコ・ミュージアム
☎08396-2-0605

時間／9:00～18:00
湯田温泉白狐まつりにあわせて、無料開館します。
8日（日）は17:00まで（各日入館は30分前まで）■
入館料：無料
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/
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山口

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

4月20日（金）、6月29日（金）、
9月14日（金）、11月30日（金）

山口大学公開講座
「今日から始める
グリーンライフ」

時間／10:00～15:00
グリーンライフという言葉から、皆さんはどの様な
ことを連想されますか。本講座は、これから野菜作
りにチャレンジしたい方や、農作物の栽培に興味や
関心のある方のための、知識や技術を基礎から学
び理解するための実践的講座です。緑が身の回り
にあることはとても幸せなことです。ぜひ、この機
会に授業とフィールド実習を通して、山口大学附属
農場で実り多い野菜栽培を学びませんか。■対象：
どなたでも■受講料：13,000円■定員：先着30人
■応募要件：電話、FAXでお申し込みの場合は、①
氏名 ②氏名ふりがな ③年代 ④性別 ⑤郵便番号・
住所 ⑥電話番号 ⑦受講希望講座名をお知らせく
ださい。※メールでのお申し込みはできません。■
電話受付時間：9:00～17:00（月曜日～金曜日）■
申し込み方法：電話・FAX・インターネットのいずれ
か■申し込み期限：4月6日（金）
問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
☎083-933-5059　FAX083-933-5029
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

防府

4月20日（金）～5月6日（日）

防府天満宮
大石段花回廊

花回廊は、防府の春のシンボルとして有名です。花
回廊とは、防府天満宮の大石段に地元の農業大学

問い合わせ先／防府天満宮大石段花回廊実行委員会
（防府商工会議所内）
☎0835-22-4352
□HP  http://www.h-c.or.jp/

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

4月21日（土）～5月27日（日）

企画展『端午』

時間／9:00～17:00（入館は16：30まで）
“端午の節句”にちなみ、少年用の甲冑を中心にした
「端午飾り」ほか、毛利家伝来の刀剣や具足・軍装
や身の回りの品々など、大名家の男性にまつわる
名品を展示します。■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／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1

宇部

4月15日（日）

ぶちのりパスポート

時間／9:30～17:00
ときわ遊園地の乗り物が1,000円で乗り放題！（一
部機種対象外）
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／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

山口

4月15日（日）、22日（日）

山口大学公開講座
「算数オリンピックの
問題を解いてみよう」

時間／13:00～15:00
算数オリンピックは、フィールズ賞を受賞した広
中博士が主催している大会で、毎年、夏に開催さ
れる決勝大会には海外からの代表者も参加して
います。「オリンピック」と名のつくとおり出題さ
れる問題は、相当な難問ですが、大切なことは結
果ではなく挑戦する勇気です。そこで本講座で
は、過去に出題された問題の解説を行います。算
数の問題に興味を持ち、色々考えることによっ
て、様々な問題に対処できる力を身につけていた
だきたいと思います。■対象：小学生（概ね小学3
年生～6年生を対象）※要保護者同伴■受講料：
3,200円■定員：先着30人■応募要件：電話、
FAXでお申し込みの場合は、①氏名 ②氏名ふり
がな ③年代 ④性別 ⑤郵便番号・住所 ⑥電話番
号 ⑦受講希望講座名をお知らせください。※メー
ルでのお申し込みはできません。■電話受付時
間：9:00～17:00（月曜日～金曜日）■申し込み
方法：電話・FAX・インターネットのいずれか■申し
込み期限：4月2日（月）

問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
☎083-933-5059　FAX083-933-5029
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

4月18日（水）～7月29日（日）

企画展Ⅰ
「中也、この一篇
―「帰郷」」

時間／9:00～17:00
中原中也が故里をうたった詩「帰郷」にスポットを
当て、紹介します。■入館料：一般320円、学生
210円■休館日：月曜日、祝日の場合はその翌日、
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／体験民宿ほっとビレッジ美東
          美祢市美東町赤3043-1

美祢

4月15日（日）

秋吉台エコツアー　
秋吉台お花見・わらび
採りWALK&ドリーネ
野菜の種まき

時間／10:00～14:00（受付は9:50～）
■草原の春の贈り物「わらび採り」とお花見を行い
ます。■ドリーネ畑で美東ごぼうの種まきも行いま
す。■参加料：3,000円（昼食代・飲み物代・保険料・
トロン温泉入浴料を含む）■定員：20人（最少催行
人員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：4月10日（火）
問い合わせ先／秋吉台地域エコツーリズム協会
☎0837-63-0056
　mine-geo@city.mine.lg.jp
□HP  http://www.akiyoshidai-ecotour.org/home

会場／秋吉台家族旅行村駐車場（集合場所）
          美祢市秋芳町秋吉1237-553

美祢

4月22日（日）

秋吉台エコツアー　
春らんまんの龍護峰！

時間／9:50～15:00（受付は9:20～）
龍護峰の登山道沿いに生育する植物の様子を観察
後、「ドコモ秋吉さくらの森」の桜を楽しみます。■
参加料：2,000円（弁当・保険料を含む）■定員：24
人（最少催行人員15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：4月17日（火）
問い合わせ先／秋吉台地域エコツーリズム協会
☎0837-63-0057
　mine-geo@city.mine.lg.jp
□HP  http://www.akiyoshidai-ecotour.org/home

校や中学校で育てられた600鉢以上のプランター
で「幸せます」を花文字で表現したものです。大きな
花文字が絶好の撮影スポットとして毎年多くの観光
客でにぎわいます。■観覧料：無料
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会場／本山公民館 集合
          山陽小野田市大字小野田275-2

4月28日（土）

春のふれあい
山野草ウォッチング

時間／9:00～13:00
竜王山の山野草を見ながらハイキングをします。お
弁当と飲み物を持参してください。■参加料：無料
■定員：40人■申し込み方法：電話■申し込み期限：
原則１週間前
問い合わせ先／本山公民館
☎0836-88-2001

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

防府

4月28日（土）～6月10日（日）

ソラール開館20周年記念
企画展
「コロコロ探検ランド
～木のおもちゃで
楽しくコロコロ
しよう！～」

時間／9:30～17:00（入館は16：30まで）
木の玉がコロコロ転がる木のおもちゃを多数展示
します。グルグル回転しながら玉が落ちていく「コ
ロコロサイクロン」、レールを貼りつけて玉の転が
るコースを自分で作る「コロコロマグネット」など、
様々な種類の木のおもちゃで、力学を楽しく学びま
しょう。■観覧料：大人（高校生以上）500円、子供
（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：4月
30日（月・振休）を除く月曜日、5月1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／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

山口

4月29日（日・祝）

中原中也生誕祭
無料開館

時間／9:00～17:00
中原中也111回目の生誕祭。中原中也記念館が無
料開館します。■入館料：無料

問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

4月29日（日・祝）

中原中也生誕祭
空の下の朗読会

時間／12:30～15:00
中原中也111回目の生誕祭。詩の朗読を好んだ中
也にちなんで、屋外での一般参加の朗読会、ゲスト
による音楽コンサートを行います。■入場料：無料
■申し込み方法：朗読希望の方は、当日正午から会
場で受け付け。先着順。
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／防府駅～防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

4月29日（日・祝）

春の幸せます
フェスタ
おんなみこし連合渡御
「最大の連続した
神輿パレード」で
ギネス世界記録
町おこしニッポン
に挑戦！

時間／10：00～
「おんなみこし連合渡御（れんごうとぎょ）」は、春
の幸せますフェスタの中で最も人気のある催しで、
地元企業や山口県内のみこし団体だけでなく、松
山・松江・岐阜・名古屋といった、県外からも多くの参
加があります。さらには、今回、120基のみこしの参
加を目指し、「最大の連続した神輿パレード」で世
界記録に挑戦します。■観覧料：無料
問い合わせ先／幸せますフェスタ実行委員会（防府商工会議所内）
☎0835-22-4352
□HP  http://www.h-c.or.jp/

会場／萩市民館大ホール
          萩市江向495-4

萩

4月22日（日）

萩・明治維新150年祭
吹奏楽による
『組曲「吉田松陰」』

時間／14:00～16:00
吉田松陰生誕150年を記念して作曲された、松陰
の半生をモチーフにした『組曲「吉田松陰」』の初
の吹奏楽演奏による公演です。吹奏楽・合唱・ソプラ
ノ・テノール・バリトンソロの他、お芝居や朗読が織
り込まれた大変スケールが大きい楽曲です。■入
場料：前売券一般1,500円、高校生以下500円、未
就学児は無料（全席自由席）※当日券は各500円
増■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
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/h21417.html

会場／美東中学校体育館
          美祢市美東町大田6258

美祢

4月22日（日）

明治維新150年記念
大田絵堂戦役の地　
特別公演
「動けば雷電の如く」

時間／13:30～（開場13:00）
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、サイサイみとう、（株）さんまい
ん、絵堂車輛センター、吉野モータース、カフェギャ
ルリとりのこ、Ｙショップ（豊田前店、ひまわり、湯の
口店、ばんだい店）、美祢市商工会
問い合わせ先／劇団はぐるま座
☎083-254-0516　FAX:083-252-5964
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