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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

第31回みね桜まつり
4月7日（土）

山陽小野田市

P i c k  U p
第50回江汐公園
つつじまつり

4月15日（日）

萩市

企画展
「萩博 美のイッピン!」

4月14日（土）～
6月3日（日）

津和野町

流鏑馬神事
4月8日（日）

山口市

維新の郷
湯田温泉白狐まつり

4月7日（土）、8日（日）

防府市

春の幸せますフェスタ 
おんなみこし連合渡御
「最大のみこしの巡行
（パレード）」で
世界記録に挑戦！

4月29日（日・祝）宇部市
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八十八夜
お茶まつり

5月3日（木・祝）
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会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

4月27日（金）まで

企画展「漢詩墨痕
～維新男子の
センチメンタル」
第Ⅲ期 奇兵隊男子の巻

時間／9:00～17:00

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／桑山公園
          防府市桑山

防府

4月上旬まで

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／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（休日の場合は翌日）
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／長登銅山文化交流館
          美祢市美東町長登610

美祢

4月22日（日）まで

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。■入館料：無料■休館日：月曜日
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／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てい
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／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

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／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

4月1日（日）まで

桜咲く山口の街並を
着物で歩こう
～菜香亭で着物体験！～

時間／9:00～15:00
着物・幕末志士体験■春の特別価格で着物体験
ができます。着物の持ち込みも可能です。（留袖・
振袖以外）■着物体験料：2時間未満2,000円。2
時間以上2,700円。袴着用プラス1,000円。着
物持参2,000円■応募要件：予約制■電話受付
■4月1日（日）のみ当日受付可■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/
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会場／C・S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■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
問い合わせ先／C・S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：高校生以上300円、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■休館日：会期中なし■定
員：①随時参加教室（1日2教室）－定員：なし②申
込参加教室（1日1教室）－定員：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／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール）
□HP  http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp

会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

5月6日（日）まで

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など、時代ごとに

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／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

4月1日（日）

おいでませ
桜めぐり・お茶めぐり
～お煎茶席

時間／10:00～16:00
チームOIDEMASE企画「桜めぐり＆お茶めぐり」
の一環として、三癸亭賣茶流山口吉祥会によるお
煎茶席を開催します。このお茶席は、「東日本復興
支援イベント」として開催し、売上の一部を復興支
援金として寄附いたします。■参加料：500円（大
広間観覧料含む）■販売所：山口市菜香亭
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／津和野町内各所

津和野

4月1日（日）

花まつり

時間／12:50～15:30
■稚児行列12：50JR津和野駅スタート■灌仏会14：
30光園寺。今年で89回目となる「花まつり」はお釈
迦様のご誕生をお祝いする伝統行事です。み堂をの
せた白象をお稚児さんが引いて町内をパレードした
後、誕生仏に甘茶をそそぐ灌仏会を行い祝います。
問い合わせ先／津和野町商工観光課
☎0856-72-0652

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 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（介護者一人までを含
む）■休館日：火曜日

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Ⅲ期
は長州藩の奇兵隊で活躍した山県有朋、野村靖、
林友幸、鳥尾小弥太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／小郡文化資料館
          山口市小郡下郷609-3

山口

4月30日（月・休）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／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

5月6日（日）まで

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
☎083-924-7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/
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会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

4月7日（土）、8日（日）

中原中也記念館
湯田温泉白狐まつり
無料開館

山陽
小野田

会場／若山公園野外ステージ
          山陽小野田市大字小野田字
          三の若山2055-1

4月7日（土）

若山公園さくらまつり

時間／10:30～
公園をピンク色に染める約300本の桜。ドラマチックな
夜桜も楽しむことができます。■内容：オープニング（須
恵太鼓）、式典、もちまき、バンド演奏、大正琴演奏、舞
踊、フラダンス、福引大会ほか■雨天の場合は中央福
祉センター（千代町1-2-28）で開催します。
問い合わせ先／若山公園協賛会（公園通出張所内）
☎0836-83-2229

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）、4月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

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／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

4月1日（日）～5月20日（日）

春いっぱいの
アートハウスであそぼう！

時間／10:00～16:00
ダンボールでできた春色のアートハウスで、自由に
遊ぼう。■休館日：湖水ホールは休館日なし。展示は
4月3日、5月1日を除く火曜休み。
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-37-2888

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
CONCERT2018 In 山口

時間／19:00（18:00開場）
AUN J CLASSIC ORCHESTRA （アウン ジェイク
ラシック 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行うユ
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  http://www.aunj.jp
　（AUN J クラシック・オーケストラ公式サイト）

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

4月1日（日）～5月13日（日）

常設特設コーナー
「10分でわかる
山陽小野田市の歴史」

時間／9:00～17:00
通常の常設展示をコンパクトにまとめ、山陽小野田
市の歴史をどなたにでも分かりやすく紹介していま
す。この機会に、山陽小野田市の歴史民俗を学ん
でみませんか。■入場料：無料■休館日：月曜日、祝
日、5月1日（火）、5月8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／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

4月1日（日）～5月20日（日）

春のコレクション展
宇部派 彫刻家の
意外なお仕事！

時間／10:00～16:00
意外な分野で活躍する彫刻家たちのさまざまな仕
事を紹介。■休館日：湖水ホールは休館日なし。展示
は4月3日、5月1日を除く火曜休み。
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-37-2888
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山陽
小野田

会場／竜王山公園山頂ステージ
          山陽小野田市大字小野田字番屋岳1261

4月8日（日）

竜王山さくらまつり

時間／10:00～13:30
約1万本の桜が山全体を淡いピンクに染めます。■
内容：竜王太鼓、HIP HOPダンス、児童・園児によ
るパフォーマンス、カラオケ、式典、もちまきほか■
雨天の場合は赤崎公民館（赤崎1-1-1）で開催しま
す。
問い合わせ先／竜王山公園協賛会（南支所内）
☎0836-88-0151

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

会場／殿町周辺
          津和野町後田殿町

津和野

4月8日（日）

さくらまつり

時間／10:00～16:00
津和野川沿いには桜並
木が続きお花見がお楽し
みいただけます。町内で
購入されたお菓子をご持
参されると、お抹茶の
サービスがあります。地
元農産物の販売や高知
フェアも行っています。

問い合わせ先／
津和野町商工観光課
☎0856-72-0652

山陽
小野田

会場／JR厚狭駅在来線
          山陽小野田市大字厚狭

4月7日（土）～5月27日（日）

臨時快速列車
「幕末ISHIN号」運行

時間／9:50～
JR美祢線に臨時快速列車「幕末ISHIN号（厚狭
発・東萩行）」が運行します。運行開始日の4月7日
（土）には、イベントも開催します。ぜひ、ご利用くだ
さい。■運行期間：4月7日（土）～5月27日（日）の
土・日曜日、祝日のみ■スタートイベント：4月7日
（土）9：20～■内容：観光パフォーマンスユニット
「やまぐち奇兵隊」公演、寝太郎太鼓、来場者プレ
ゼントなど■運賃：通常通り※当日「幕末ISHIN号」
に乗車した人には、列車内や東萩駅でおもてなし
があります。
問い合わせ先／山陽小野田市シティセールス課
☎0836-82-1151

会場／徳佐八幡宮
          阿東徳佐中3673

山口

4月8日（日）

さくら祭

時間／9:30～12:00
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/npo/

会場／琴崎八幡宮バス停集合
          宇部市琴崎町

宇部

4月8日（日）

てくてくまち歩き
宇部の維新150年
～福原越後公
ゆかりの地を歩こう

時間／9:50～13:00
福原史跡公園、宗隣寺、宇部護国神社を巡ります

問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8353　FAX0836-22-6083

時間／7日（土）9:00～18:00
　　　8日（日）9:00～17:00
　　　（入館は各30分前まで）
湯田温泉で開催される白狐まつりにあわせて、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／石炭記念館
          宇部市大字沖宇部254

宇部

4月7日（土）、8日（日）

石炭まつり

時間／10:00～15:00
■展望台まで階段でのぼろう■紙芝居（7日のみ）
■SL投炭チャレンジ！■化石割り（参加料300円・
各日先着100人）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／井上公園、県道204号線周辺
          湯田温泉2-5

山口

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://ja-jp.facebook.com/byakkomatsuri

会場／エヒメアヤメ自生地
          防府市大字西浦

防府

4月7日（土）～16日（月）

エヒメアヤメ自生
南限地帯一般開放

時間／9:00～17:00
国指定天然記念物 エヒメアヤメ自生南限地帯を開
花時期にあわせて開放します。■入場料：無料
問い合わせ先／防府市教育委員会文化財課
☎0835-25-2237
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp

（約5km）■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：4月6日（金）
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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／美祢市立美祢図書館 2F視聴覚室
          美祢市大嶺町東分前川

美祢

4月14日（土）、5月12日（土）、26日（土）

平成29年度
「古典いいとこどり講座」
（全10回）

時間／10:00～11:30
「源氏物語」に特化した講座を全10回でお届けし
ます。第1回目の4月14日（土）は、全帖を通しての
構成と第1部のあらすじ、第2回目の5月12日（土）
は第2部、第3部のあらすじ、第3回目の5月26日
（土）は第1帖「桐壷」から第5帖「若紫」までについ
て講座を展開します。■受講料：1,000円■定員：先
着30人■申し込み方法：電話・はがき・FAX・メール
のいずれかで住所、氏名、電話番号を伝える■申し
込み期限：4月2日（月）
問い合わせ先／美祢市教育委員会事務局
生涯学習スポーツ推進課
☎0837-52-5261　FAX0837-52-2562
　shosupo@city.mine.lg.jp

会場／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）
開館14年目を迎える萩博物館は多くの方々から寄
贈・寄託頂いた膨大な資料を収めるため、このたび
新収蔵庫を建設しました。これを記念し、収蔵されて
きた資料の中から「美」をテーマとして、様々なイッ
ピンを紹介します。■入館料：大人510円、高校・大

会場／うべ新鮮市場 元気一番
          宇部市八王子町12-24

宇部

4月14日（土）

うべ新鮮市場
元気一番「周年祭」

時間／9:00～15:00
焼き貝試食（9:00～）、魚のつかみ取り（10:00・
14:00、小学生以下15人、500円）、貝汁試食
（9:00～）、串焼き車エビの販売（13:00～、100
円）、餅まき（15:00～）、地元水産物・加工品、農産
物の販売
問い合わせ先／山口県漁協宇部岬支店
☎0836-31-0233

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15:00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／ときわ動物園
          宇部市則貞3-4-1

宇部

4月14日（土）、15日（日）

飼育の日特別イベント

受付／動物園入口
■お台所見学ツアー（各13:00～、先着20人）■
動物のお部屋拝見～ナマケモノ～（各13：30～、先
着5人）■私は何の飼育員でしょう？クイズラリー
（各9:30～、先着200人）
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

4月14日（土）、15日（日）

菜香亭市民ギャラリー
「第8回フレッシュフラワー＆
プリザーブドフラワー
アレンジメント作品展」
～山口の春を彩る～

時間／10:00～17:00
フラワーサークル「デンファレ」のみなさんによる
アレンジメント作品を約50点展示します。■観覧
料：大人100円、小人50円

問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~saikou/

山陽
小野田

会場／鷲原八幡宮
          津和野町鷲原

津和野

4月8日（日）

流鏑馬神事

時間／11:00～15:00
日本に現存する流鏑馬の馬場としては最古の姿を
残す、鷲原八幡宮で行われる勇壮な儀です。古式
ゆかしく勇ましい衣装を身にまとい、射手が馬場に
登場。武具は馬と弓を同時に扱えるよう、機能的か
つ丈夫に作られており、機敏な動作を可能としてい
ます。その後ろには様々な役割を持つものが、それ
ぞれ鎌倉時代の衣装を身につけて練り歩き、見る
ものを時代絵巻の世界へと誘います。毎年、鎌倉の
小笠原流の方々と地元の射手とが競い合います。
問い合わせ先／津和野町商工観光課
☎0856-72-0653

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／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

4月8日（日）

アメリカンフラワー
であそぼう！

時間／10:30～14:30
ワイヤーで作った枠を樹脂液に浸して花をつくろう 
■参加料：100円
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-37-2888
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山陽
小野田

会場／江汐公園
          山陽小野田市大字高畑字西山根401-1

4月15日（日）

第50回江汐公園
つつじまつり

時間／10:00～15:00
江汐公園の最大の特長である、市の花に指定され
ているツツジを楽しめます。今回は第50回という
節目と明治維新150年、ゆめ花博などの関連イベ
ントも開催します。■内容：ステージイベント、もちま
き、バザー、スタンプラリー、人力車乗車体験（有
料）、バードウォッチングなど※雨天の場合はイベ
ントの一部を中止する場合があります。
問い合わせ先／江汐公園管理棟
☎0836-83-5378
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/

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」

会場／琴崎八幡宮バス停集合
          宇部市琴崎町

宇部

4月15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：4月13日（金）
問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8353　FAX0836-22-6083

会場／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／萩往還おもてなし茶屋
　　　（旧小林家住宅）
          萩市大字佐々並2524-1

萩

4月15日（日）

萩往還おもてなし茶屋
1周年記念イベント

時間／10:00～14:00
萩市佐々並市伝建地区内にあり、開館から1周年を迎
える「萩往還おもてなし茶屋（旧小林家住宅）」で記念
イベントを開催します。地元のみなさんによる甘粥接
待、佐々並の特産品販売、豆乳プリン販売、音楽コン
サート、町並みクイズラリーなどのほか、14:00からは
もちまきを行います。■駐車場：萩市佐々並支所
問い合わせ先／萩往還おもてなし茶屋
☎0838-56-0033

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、9:00～12:00▽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
■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/h17746.html

山陽
小野田

会場／梶漁港市場周辺
          山陽小野田市大字郡5565

4月15日（日）

梶漁港 日曜朝市
14周年イベント

時間／6:30～
日曜朝市の14周年記念イベントを行います。恒例の
無料配布や、水揚げされたばかりの魚介類、新鮮な野
菜が並びます。梶漁港では、正月やしけで出港できな
い日を除き、毎週日曜日7：00から朝市を行っていま
す。早起きをして、ぜひお出かけください。■内容：活
魚、新鮮野菜の販売（6:30～）、あさり汁、炊き込みご
はん、カニ汁の無料配布（7:00～、先着200人）
問い合わせ先／山口県漁協厚狭支店
☎0836-74-8221

会場／山口県漁協防府地方卸売市場・
　　　道の駅「潮彩市場防府」
          防府市新築地町2-2、2-3

防府

4月15日（日）

防府さかな祭り

時間／8:30～15:00
水産物の生産・販売を担う山口県漁業協同組合吉
佐支店、山口県防府地方卸売市場、山口県防府地
方卸売市場買受人組合、潮彩市場ほうふ振興事業
協同組合が一緒になり、生鮮魚介類の販売や公開
模擬セリ、魚のつかみ取りなどのイベントを開催し
ます。■入場料：無料
問い合わせ先／山口県漁業協同組合吉佐支店
☎0835-22-9112
道の駅「潮彩市場防府」
☎0835-28-2100
□HP  http://shiosai-hofu.jo/

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

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
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会場／ぼたん苑
          宇部市大字沖宇部254（ときわ公園内）

宇部

4月21日（土）～5月20日（日）

ぼたん・しゃくやくまつり

ボタン・シャクヤクの見頃にあわせて、ぼたん苑を
夜間ライトアップ。また、お茶の無料接待もあります
■ぼたん苑ライトアップ：4月21日（土）～5月20日
（日）18:30～22:00■ぼたん苑お茶の無料接待：4
月29日（日・祝）10:00～、先着200人）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

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

山口

4月21日（土）～5月27日（日）

YCAM Film Factory
vol.4　三宅唱＋YCAM
「ワールドツアー」

時間／10:00～19:00
映画監督の三宅唱（み
やけ・しょう）とYCAM
の共同制作による新作
インスタレーションを発
表する展覧会です。本
展覧会は、映画製作プ
ロジェクト「YCAM 
Film Factory vol.4」
の一環として開催しま
す。三宅唱は、『やくた
たず』（2010年）や
『Playback』（2012年）といった長編劇映画で知
られる映画監督です。 YCAMは2017年から三宅
監督とともに、今日における「映画」というメディア
の本質を再考し、今後の可能性を模索することを
テーマに、長期に渡るコラボレーションをおこない
ながら新作長編劇映画を製作しており、本展ではこ
の過程から生まれたインスタレーション作品「ワー
ルドツアー」を発表します。展覧会初日の4月21日
には、オープニングイベントとして、トークとライブ
を開催のため、展示は14:00で閉場します。■入場
料：無料■休館日：火曜
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/world-tour/

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

会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

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

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

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、皆さんはどのよう
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。

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／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

4月21日（土）～5月27日（日）

企画展「端午」

時間／9:00～17:00
“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／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1
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3～6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：月曜～金曜9:00～17:00
■申し込み方法：電話・はがき・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
　chiiki@yamaguchi-u.ac.jp
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-2

山口

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/

電話受付時間：月曜～金曜9:00～17:00■申し込
み方法：電話・はがき・FAX・インターネットのいずれ
か■申し込み期限：4月6日（金）
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会場／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

4月26日（木）～29日（日・祝）

室内楽セミナー
「秋吉台の響き」

秋吉台室内楽セミナーでは、世界的アーティストたちの
レッスンを公開する聴講生制度を設けています。全ての
レッスンを聴講できます。会期中には講師と受講生によ
る受講生コンサート（無料）も開催されます。（開催時間
未定）■開設クラス：ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コン
トラバス、クラリネット、室内楽ピアノ■聴講料：１日につき
2,000円（山口県在住者は1,500円、高校生以下無料）
問い合わせ先／秋吉台室内楽セミナー実行委員会
☎083-920-7100
□HP  http://www.aiav.jp/

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

4月27日（金）～5月6日（日）

山口オクトーバーフェスト2018

ドイツ・ミュンヘンで200年以上も続くビールイベント「オ
クトーバーフェスト」を行います。ドイツから直輸入の8
メーカー30種類のドイツの生ビールとグルメ等のほか、
家族でドイツの文化を体感していただけるイベント、市内
物産・飲食業者と連携したふるさと産品の販売等、食べ
て、見て、感じて楽めるイベントです。■入場無料
問い合わせ先／山口市ふるさと産業振興課
☎083-934-2812

時間／平日16:00～21:00
　　　休日11:00～21:00

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

4月28日（土）

世界を旅する植物館
リニューアル1周年
記念セレモニー

時間／9:00～11:00
植物館の監修者：西畠清順によるトークショーやガイドな
ど。※先着100人に、オリジナルポストカードをプレゼント!
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎0836-37-2888

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

山陽
小野田

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

4月26日（木）

ハーブの種子をまいて、
大きく育てよう!

時間／①10:00～12:00
　　　②13:30～15:30
春まきハーブの種まきと発芽苗のポットへの移植体験。■持参
品：筆記用具■参加料：1,000円■定員：各先着10人■申し込み
方法：電話またはFAX■申し込み期間：4月5日（木）～23日（月）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎0836-37-2888　FAX0836-37-2889

会場／秋吉台国際芸術村コンサートホール
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

4月26日（木）

秋吉台の響きコンサート2018

時間／15:00（開場14:30）
室内楽セミナーの豪華講師陣による、名曲プログラムをお
楽しみください。■曲名：バッハ「ブランデンブルグ協奏曲
第3番」、シューベルト「ピアノ五重奏曲『鱒』」「弦楽四重
奏曲『死と乙女』より」■チケット料金：一般2,500円、大学
生以下1,000円※当日券はともに500円増、フレンズネッ
ト会員割引あり■チケット販売所：秋吉台国際芸術村
問い合わせ先／秋吉台室内楽セミナー実行委員会
☎083-920-7100
□HP  http://www.aiav.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／美祢市歴史民俗資料館
          美祢市大嶺町東分279-1

美祢

4月23日（月）

ジオカフェ

時間／14:00～16:00
昔の大嶺町の様子が写った写真を持ち寄り、当時の話を
参加者みんなで共有します。また、当日は歴史民俗資料
館の休館日なので、普段はイベントをすることのできな
い展示室を会場として利用します。■参加料：無料■申し
込み方法：電話■申し込み期限：4月20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／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

4月23日（月）～25日（水）

第7回秋吉台
音楽コンクール
（テューバ部門）

気鋭の若手演奏家を輩出する“登竜門”として全国か
ら注目されている音楽コンクールです。国内外から集
まった将来が期待される若手音楽家の白熱した演奏
をぜひ、会場でお聴きください。コンクールは１次予選
から表彰式まで自由に観覧できます。■日程：第1次予
選［4月23日（月）8:30～］、第2次予選［4月24日
（火）9：30～予定］、本選・表彰式［10：00～予定］（開
始時間は変更となる場合があります。）■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://www.aiav.jp/

会場／美東中学校体育館
          美祢市美東町大田625

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、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　FAX083-252-5964
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会場／山口市立図書館 全館

山口

4月29日（日・祝）

こどもワイワイ図書館

時間／10:00～16:00

時間／10:00～

こどもたちの笑い声や読み聞かせの声で、図書館
がにぎやかな空間になる、こどもたちが主役の特別
な日です。山口市立図書館全館（中央図書館、小郡
図書館、阿知須図書館、秋穂図書館、徳地図書館、
阿東図書館）でこども向けの様々なイベントを開催
します。中央図書館では、エフエム山口のパーソナ
リティーによる読み聞かせイベントなどを行いま
す。各図書館のイベント詳細は、図書館HPをご覧
ください。■入館料：無料
問い合わせ先／山口市立中央図書館
☎083-901-1040
□HP  http://www.lib-yama.jp

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

4月29日（日・祝）

プラ板 de バッジ

時間／10:30～14:30
プラ板に好きな色を塗って、カラフルなバッジをつ
くりましょう。■参加料：200円■定員：先着100人
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-37-2888

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
「最大のみこしの巡行
（パレード）」で
世界記録に挑戦！

「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」の
世界記録において、ギネス世界記録町おこしニッ
ポンに挑戦します。■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／矢立神社
          防府市野島

防府

4月28日（土）、29日（日・祝）

野島御年祭

時間／28日（土）13:00～18:00
　　　29日（日・祝）8:00～19:00
4年に一度の伝統行事、野島「御年祭」は、周南市
和田地区に伝わる三作神楽が海を渡り、野島で神
舞を奉納する珍しい祭りです。①三田尻港発：
8:30、12:30②野島港発：13:30、16:30■乗船
賃：大人750円（往復1,500円）小人380円（往復
760円）※プログラムにより時間は変更の可能性
があります。また、荒天により船が欠航した場合は
延期になります。■参加料：無料
問い合わせ先／山口県漁協野島支所
☎0835-34-1515

会場／石炭記念館
          宇部市大字沖宇部254

宇部

4月28日（土）～5月6日（日）

石炭記念館冒険ラリー

時間／9:30～17:00
クイズに挑戦して素敵なプレゼントをゲットしよう!
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

4月28日（土）～5月27日（日）

世界を旅する植物館
リニューアル1周年
記念企画展

時間／9:00～17:00
■植物館の成長の振り返り■休館日：5月1日を除く
火曜日
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎0836-37-2888

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

4月28日（土）～5月31日（木）

企画展「坂本龍馬が
山口に来た」

時間／9:00～17:00
坂本龍馬は山口を三回訪れています。その事実に
ついて一般には知られていないことがわかりまし
たので、その歴史事実を紹介します。■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／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：高校生以上500円、小中学生
200円、幼児無料※割引等適用対象：団体（20人
以上）、障がい者手帳をお持ちの方とその介護者、
防府市文化振興財団会員■休館日：4月30日（月・
休）を除く月曜日、5月1日（火）
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール）
□HP  http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp

会場／厚狭地区複合施設体育館棟
　　　会議室・中庭
          山陽小野田市大字鴨庄94

4月28日（土）

星空ウォーク「春」

時間／19:00～20:30
天体・星座に関するスライド上映・天体観測を行い
ます。■参加料：無料■定員：先着30人■応募要件：
小学生以上■申し込み方法：窓口または電話※雨
天の場合は体育館で行います。
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／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

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。■休館日：月曜日（休日の場合はその翌日）
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-643
□HP  http://www.chuyakan.jp/
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会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025
　　　藤河内茶園
          宇部市小野藤河内

宇部

5月3日（木・祝）

八十八夜お茶まつり

時間／10:00～14:30
■茶摘み体験＝10:30～14:00、参加費500円（新
茶30g付き）、中学生以下無料■厚東川中学校夢太
鼓■お茶の入れ方教室■茶香炉の部屋■製茶体験
■新茶・地元野菜や特産品の販売、バザーなど
問い合わせ先／宇部市農林振興課
☎0836-67-2819

会場／萩城跡指月公園、松陰神社、
　　　旧厚狭毛利家萩屋敷長屋

萩

5月3日（木・祝）、4日（金・祝）

萩・大茶会

時間／10:00～15:00
萩焼とともに古くから親しまれている“茶の湯文化”に触
れることができます。市内四流派が、緑美しい指月公園
を中心に各会場でお茶席を設けます。青葉が薫る毛利の
居城、萩城跡などを舞台に、お抹茶の接待や生け花展、
琴と尺八の演奏などが行われます。■茶券：【当日券】一
席券600円、【前売券】四席券2,000円・二席券1,100円
■前売券販売窓口：萩市観光課・萩市観光協会等
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  http://hagishi.com/search/detail.php?d=900014

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

山口

5月4日（金・祝）～6日（日）

YCAMスポーツ
ハッカソン2018

時間／4日（金・祝）12:30～19:00
　　　5日（土・祝）・6日（日）10:00～19:00
メディア・テクノロジーを駆使して新しいスポーツの
アイデアを実現する、3日間のスポーツクリエー
ション合宿です。本イベントは、これまでにないス
ポーツの楽しみ方を、テクノロジーを軸に切り開い
ていく研究開発プロジェクト「YCAMスポーツ・リ
サーチ」の一環として開催します。このイベントで
は、開発（デべロップ）と実践（プレイ）を繰り返す
「デベロップレイ」と呼ばれる制作手法を中心に、2
日間にわたって運動会競技を開発し、最終日には
開発した競技を楽しむ運動会を開催します。競技の
開発に使用するツールは運動会でおなじみのもの
のほかに、YCAMが開発したハイテクなツールも
登場。さらに今回は特別に3組のアーティストが参
加し、他の参加者とともに運動会競技の開発に挑
みます。■参加料：3,000円■定員：30人■応募要
件：中学生以上 ※未成年者は保護者の許可を得て
ご参加ください■申し込み方法：YCAMのウェブサ
イトにあるお申し込みフォームに必要事項を記入
（www.ycam.jp）■申し込み期限：4月8日（日）
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-sports-hackathon/ 

会場／宇部市役所周辺
          宇部市常盤町1-7-1

宇部

5月3日（木・祝）～5日（土・祝）

新川市まつり

時間／10:00～16:00（イベントによって異なる）
メーンイベントは5月5日。【5日のイベント内容】■
うべ狐の嫁入り行列：きつねの化粧をした花嫁花婿
の門出をまちじゅうでお祝いします■UBEキッズ
フェスタ：手作りアスレチック、飲食店ブース■宇部
地産地消ふるさとフェア■よさこいフェスタ
問い合わせ先／新川市まつり実行委員会
☎0836-31-0251

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

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／きららガラス未来館
          山陽小野田市焼野海岸

4月29日（日・祝）、5月3日（木・祝）、
4日（金・祝）、5日（土・祝）

吹きガラス体験・
サンドキャスト体験

時間／吹きガラス体験
　　　4月29日（日・祝）、
　　　5月3日（木・祝）、4日（金・祝）
　　　9:00～/13：30～
　　　サンドキャスト体験
　　　5月5日（土・祝）9:00～/10：30～
■対象：小学1年生以上■料金：吹きガラス2,620円～、サン
ドキャスト1,590円～■定員：吹きガラス各回先着5人、サン
ドキャスト各回先着10人■申込方法：電話※吹きガラス作品
のお渡しは1週間後です。ゴールデンウィーク期間中は異な
ります。サンドキャスト作品のお渡しは2週間後です。
問い合わせ先／きららガラス未来館
☎0836-88-0064
□HP  http://www.onodaglass.jp/

時間／10:00～15:00
須佐ホルンフェルスや屏風岩、海蝕洞など、須佐湾
の名勝を漁船で周遊する「須佐湾遊覧船」。今年の
運航が4月29日から始まります。5月6日までの休日
は、午前10時から1日8便運航する定時運航を行い
ます。平日は、大人5人以上の予約により運航しま
す。■乗船料：大人1800円、小学生以下900円
問い合わせ先／須佐おもてなし協会「つわぶきの館」
☎08387-6-2266
□HP  http://kanko.susa.in/

山陽
小野田

会場／JR厚狭駅商店街

4月29日（日・祝）

寝太郎まつり

時間／11:00～15:30
寝太郎さんの偉業を偲んで行われる伝統のお祭り。
寝太郎権現像が開帳され、千石船を表現した山車（鴨
橋スタート）がまちに繰り出し、寝太郎踊り、寝太郎太
鼓などが披露されます。厚狭駅前特設ステージでは、
各種ステージイベントが行われ、青空レストランなど
も開店! みなさん、ぜひお越しください。※小雨決行
問い合わせ先／山陽商工会議所
☎0836-73-2525

山陽
小野田

会場／須佐漁港「遊覧船発着場」

萩

4月29日（日・祝）～5月6日（日）

須佐湾遊覧船運航開始
「春の定時運航」
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会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

5月9日（水）、23日（水）、30日（水）

山口大学公開講座
「英語の歌で発音・
リスニング練習を
しましょう」

時間／13:30～14:30
英語の映画やニュースがなかなか聞き取れずに悩
んでいませんか? リスニング能力を伸ばすために
は、正確な発音を習得することが大切です。映像資
料や講師の発音を手本にして、口の開き方や舌の
位置などを確認した後に、マザーグースなどの英語
の歌を歌いながら発音練習をし、リスニング能力の
向上を目指しましょう。歌の上手下手など、気にす
ることはありません。まずは大きな声で音を出して
みましょう。さらに、英語の歌に関連した文化（エピ
ソードや曲の背景）についても解説します。■対象：
どなたでも■受講料：2,400円■定員：先着20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：月曜～金曜9:00～17:00■申し込み方
法：電話・はがき・FAX・インターネットのいずれか■
申し込み期限：4月25日（水）
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／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

5月9日（水）、6月6日（水）、
7月11日（水）、25日（水）

山口大学公開講座
「ノーベル賞をとる前に
村上春樹を読んでおこう」

時間／10:30～11:30
本講座では、村上春樹作品をじっくり読み、その楽
しみ方を考えます。40を超える言語に翻訳される
村上。人は何に共感し、惹きつけられるのか。海外

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／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

5月10日（木）、17日（木）、
24日（木）、31日（木）

山口大学公開講座
「留学生を通した
異文化理解」

時間／18:00～19:00
山口大学には世界各地から留学生が学びに来てい
ます。この講座では、大学教員など母国での就労経
験のあるベテランの留学生が講師を務め、母国の
暮らしや文化を紹介します。彼ら・彼女らを通して、
日本と異なる暮らしや文化の理解につなげていき
たいと思います。※都合により講師・内容が一部変
更になる場合があります。■対象：どなたでも■受
講料：3,200円■定員：先着40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：月曜～金
曜9:00～17:00■申し込み方法：電話・はがき・
FAX・インターネットのいずれか■申し込み期限：4
月26日（木）
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／萩市内各所

萩

5月12日（土）～20日（日）

萩オープンガーデン

萩市内の文化財施設の庭園や個人のお庭などが、
期間限定で特別に公開されます。史跡だけでなく、
藩政時代の町家、一般住宅、美術館などの美しい
名庭園も多い「萩」を発見していただけます。■パ
スポート：300円※有料施設については別途入場
料が必要■休館日：施設により異なる■パスポート
販売窓口：参加庭園、萩市観光協会、萩市観光課、
萩温泉旅館協同組合、東萩駅観光案内所、萩・明倫
学舎等
問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  http://hagi-opengarden.com/

で村上研究の経験がある講師とともに村上作品
について語りませんか? 講座は一人一人の参加
者と話し合えるよう少人数で行います。意見の交
換を通して、理解を深め、新しい読みの可能性を
探ります。各回で読む作品は参加者の方々との対
話を通して変更する場合があります。■対象：どな
たでも（ただし、講義日までに該当の作品を読み
終えている必要があります）■受講料：3,200円
■定員：先着15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：月曜～金曜
9:00～17:00■申し込み方法：電話・はがき・
FAX・インターネットのいずれか■申し込み期限：
4月25日（水）

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

5月5日（土・祝）

中原中也記念館無料開館

時間／9:00～18:00
5月5日（こどもの日）、無料開館します。
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

5月6日（日）

おいでマルシェ

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

5月6日（日）

第三回 未来の
山口の運動会

時間／10:00～17:30
「YCAMスポーツ・ハッカソン2018」で生み出され
たスポーツを体験する運動会形式のイベントです。
子どもから大人まで、チームに分かれて、今までに
体験したことのない、新しいスポーツで競技しま
す。昨年の開催でも小学生から大人まで200人近
くが集まり、大盛況でした。学校や地域でおこなわ
れる運動会とは一味違う、さまざまなアイデアが詰
め込まれた未来の運動会にぜひご参加ください。
■参加料：無料■定員：先着200人■応募要件：小
学生以上■申し込み方法：YCAM1Fの事務所にて
直接申し込みまたはYCAMのウェブサイトにある

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/
　yamaguchi-future-sports-day/

お 申し込 みフォー ムに 必 要 事 項を 記 入
（www.ycam.jp）
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会場／萩市大字浜崎町77周辺

萩

5月20日（日）

第21回浜崎伝建
おたから博物館

時間／9:00～15:00
萩市浜崎伝建地区を舞台に、古い町並みや旧家に
代々伝わるおたからをご覧頂きながら、様々な催し
を楽しむ、恒例のイベント。各家でおたからの展示、
浜崎市場での鮮魚セリ市、国指定史跡御船倉での
コンサート、奇兵隊パレード、スタンプラリー、雑魚
場食堂（釜あげしらす丼、カレーうどん等）、地元特
産物販売などが楽しめます。
問い合わせ先／浜崎しっちょる会
☎0838-22-0133
□HP  http://hamasakisittyorukai.com/

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

5月24日（木）、31日（木）、
6月7日（木）

山口大学公開講座
「SNS（Social 
Networking Service）
とセキュリティ」

時間／13:00～14:30

会場／かんきつ公園、旧田中別邸

萩

5月中旬 

萩・夏みかんまつり

時間／10:00～16:00
萩の特産品である夏みかんづくしのイベント。夏みかん・
夏みかん製品販売や、郷土芸能の披露、抹茶席など、催
しが盛りだくさん! 夏みかんの花がさくこの季節ならでは
の萩の風景をぜひお楽しみください。■参加料：無料
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=900015

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

5月14日（月）、28日（月）、
6月11日（月）、25日（月）

山口大学公開講座
「Cross-Cultural 
Understanding 
with International 
Students」

時間／18:00～19:00
International students come to study at Yamaguchi 
University from all over the world. In this lecture, 
international students who have experience working in 
their home countries serve as lecturers and introduce 
the living and culture of their home countries. Through 
them, this lecture aims to help gain an understanding of 
different lives and cultures from Japan. ※Please note 
that instructors and contents are subject to change 
due to unforeseen circumstances.■対象：どなたでも
（英語で講義します）■受講料：3,200円■定員：先着
40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：月曜～金曜9:00～17:00■申し込み方法：電
話・はがき・FAX・インターネットのいずれか■申し込
み期限：5月1日（火）
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／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

5月19日（土）、26日（土）

山口大学公開講座
「やまぐちサタデー・
カレッジ2018　
祭りと日本文化」

時間／13:30～16:40
日本各地には、多種多様な祭りが伝わっています。
それらの祭りを丹念に調べていくと、その土地の
人々が自然や「カミ」に対して抱いてきた思いを読
み取ることができます。この講座では、京都の祇園
祭を事例として、人々のそうした思いを手がかりに
日本文化の特徴を明らかにしていきたいと考えて
います。また、祇園祭は、京都という大都市で行わ
れていたこともあり、早くから華麗な行事を発展さ
せてきました。ここでは、そのような祇園祭の変化
についても、解説していく予定です。■対象：どなた
でも■受講料：4,800円■定員：先着40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：月曜～金曜9:00～17:00■申し込み方法：電話・
はがき・FAX・インターネットのいずれか■申し込み
期限：5月7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／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

5月12日（土）、19日（土）、
26日（土）、6月2日（土）、9日（土）

山口大学公開講座
「英語の発音セミナー
：自信を持って英語を
発音するために」

時間／14:00～16:30
まずABCの発音からやり直したいあなた!  英語
は嫌いじゃないけど発音に自信がないあなた! 読
んだり書いたりできるのに、話すのは苦手なあな
た! 悲しいけど通じないんだよね、とお思いのあな
た! 英語を教えることになった、さあどうしようとお
悩みのあなた! 心配いりません。あなたの発音は必
ず変わります。正しい発音の仕方（口の形や舌の位
置など）をきちんと学べば、日本人だって正しく英
語が発音できるようになるのです。この講座ではア
ルファベットの発音から、子音、母音の発音練習、
単語だけでなく、文の音の弱化のルールなど、5回
に分けて講義します。また、個別の発音クリニック
もいたしますのでご期待ください。※手鏡をご持参
ください。■対象：どなたでも■受講料：10,000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：月曜～金曜9:00～
17:00■申し込み方法：電話・はがき・FAX・インター
ネットのいずれか■申し込み期限：5月1日（火）
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／山口大学吉田キャンパス、長門峡
          山口市吉田1677-1ほか

山口

5月14日（月）、28日（月）、
6月4日（月）

山口大学公開講座
「あなたを救う地質の
知識（活断層編）」

時間／13:00～15:00
災害から身を守るためには、防災用品だけではな
く、なぜ災害が起こるのか? についての基礎知識
を備えておくことも必要です。本講座では、地震や
土砂災害といった地質災害について理学的に解説
し、防災に対する自主的な応用力を養います。県内
の活断層について学んだのち、実際に活断層を見
学し、身近なものとして感じてもらいます。■対象：
どなたでも■受講料：4,850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：月曜～金曜9:00～17:00■申し込み方
法：電話・はがき・FAX・インターネットのいずれか■
申し込み期限：5月1日（火）
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/
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会場／ルルサス防府 2F多目的ホール
          防府市栄町1-5-1

防府

5月27日（日）

第8回防府市
子ども読書
フェスティバル

時間／10:00～15:00
子どもの読書活動推進を目的とした、防府図書館
が主催するイベントです。講演会、おはなし会、ビブ
リオバトル等の実施で、子どもたちが楽しく読書で
きる環境を充実させます。■入場料：無料
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団（防府図書館）
☎0835-22-0780　FAX：0835-22-9916
□HP  http://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

会場／山口宇部空港
          宇部市沖宇部625

宇部

5月27日（日）

山口宇部空港
にぎわいフェスタ

時間／10:00～16:00（イベントによって異なる）
航空・空港の仕事を体験できるイベントや、子ども
用制服試着撮影会、飲食の販売、手作り市場、音楽
やパフォーマンスなどイベントが盛りだくさん! 【事
前申込が必要なイベント】■管制塔・気象観測室見
学会▽時間①9:20～10:10②14:10～15:00▽
対象：小学4年～中学生▽定員：各10人●飛行機見
学撮影会▽時間：JAL9:20～10:40、ANA12:00
～13:15、SFJ14:20～15:25▽定員：各80人●
空港消防隊体験入隊▽時間：10:30～11:30▽定
員：50人●「バラの育て方教室」（初～中級コース）
▽時間：10:00～11:00▽定員：50人※バラ苗の即
売会も同時開催※小学生以下は保護者同伴で参
加してください（管制塔・気象観測室見学会の保護
者は1人まで）■応募要件：イベントごとに別の往復
はがきで応募してください。往復はがき1枚につき、
4人まで申し込みできます。■申し込み方法：往復は
がき■申し込み期限：4月30日（月・休）必着

問い合わせ先／山口宇部空港ビル（株）
☎0836-31-2200 

往復はがきの記入方法

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

防府

5月27日（日）

知的書評合戦
ビブリオバトル

時間／14:00～15:00

の本」です。おすすめの本を紹介するバトラー（発
表者）を募集します。■入場料：無料■定員：5人■
応募要件・申し込み方法：①紹介したい作品の書名・
著者名・出版社名②応募者の住所・氏名（ふりが
な）・電話番号①②をご記入の上、はがき・FAX・来
館にてお申し込みください。電話申し込み不可。応
募者多数の場合及び同じ作品が複数の場合は抽選
となります。■申し込み期限：5月13日（日）

「第8回防府市子ども読書フェスティバル」内にて
開催します。今回のテーマは「読みたくなる子ども

問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団（防府図書館）
☎0835-22-0780　FAX0835-22-9916
□HP  http://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

会場／防府市野島

防府

5月30日（水）、31日（木）

【防府市協働事業】
非日常的な暮らし体験
～これからの生き方を
考える～

時間／8:00～17:00
昭和の懐かしさが残り、瀬戸内海国立公園の一角
にある｢野島｣で1泊2日の非日常的体験をする中
で自分を見つめなおし、新しい自分を発見し、これ
からを活き活きと生きることを考え模索します。①
郷土料理作り②郷土芸能 野島盆踊り③島散策と
星鑑賞④エンディングノート作成　なお、本事業は
防府市協働事業提案制度により、市とFPオフィス
縁が協働して実施します。■その他 三田尻港発：
8:30または12:30、野島発：16:30※荒天の場合
は延期になります。■参加料：10,800円（船賃、食
事4食、保険料含む）■定員：先着20人（入金確認
順）■応募要件：住所・氏名・電話番号を伝えるまた
は明記する■申し込み方法：電話またはFAX■申し
込み開始日：5月1日（火）■申し込み：FPオフィス縁
☎0835-28-9282（平日10:00～17:00）
FAX0835-28-9283
問い合わせ先／FPオフィス縁 防府市市民活動推進課
☎0835-25-2120

会場／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

6月10日（日）

吉本新喜劇＆
バラエティーショー

「よしもと新喜劇」が宇部市に初登場! おなじみの
ギャグやアクションで爆笑の渦を巻き起こします。
■昼の部13:00～、夕方の部16:30～■参加料：全
席指定S席5,000円、A席4,000円■チケット販売
所：宇部市文化会館■チケット発売日：4月7日（土）
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355
　info@ube-bunzai.jp

「インターネットでショッピングをするけれど、なん
だか不安」「LINEやfacebookが楽しくて便利だ
けど、今の使い方で正しいのかどうかわからない」
「子供はいつでもLINEを使い、危険もあるはずと
思いつつ、何が危険かわからない」。そんな不安を
お持ちの方のための、インターネットとSNSのセ
キュリティを解説する講座です。■対象：インター
ネットを利用している方■受講料：3,600円■定員：
先着40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：月曜～金曜9:00～17:00■
申し込み方法：電話・はがき・FAX・インターネットの
いずれか■申し込み期限：5月10日（木）
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／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

5月26日（土）

秋吉台エコツアー　
初夏の龍護峰！

時間／9:50～15:00（受付は9:20～）
初夏の龍護峰登山道沿いに生育する、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：4月21日（土）
問い合わせ先／秋吉台地域エコツーリズム協会
☎0837-63-0058
　mine-geo@city.mine.lg.jp
□HP  http://www.akiyoshidai-ecotour.org/home

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

5月26日（土）、6月23日（土）

山口大学公開講座
「大人のための
運動教室」

時間／9:30～12:30
近年、情報化や機械化の進展によってお掃除ロ
ボットやインターネットによる食材宅配サービスが
開発されるなど、私たちの日常生活はますます便利
になっています。一方で、身体活動量の減少は生活
習慣病の増加と関係しており、健康を脅かしていま
す。本講座では定期的な運動が心身に及ぼす影響
について概説します。また、健康づくりのための運
動について、歩行・ジョギングやレジスタンストレー
ニングの実習を通して、体験学習します。■対象：ど
なたでも■受講料：4,900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：月曜～金曜9:00～17:00■申し込み
方法：電話・はがき・FAX・インターネットのいずれか
■申し込み期限：5月14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/
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