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P i c k  U p

山口県央連携都市圏域イベント情報

山口県央連携都市圏域となった山口市・宇部市・萩市・防府市・美祢市・山陽小野田市・津和野町の７市町。
産業、歴史、文化などそれぞれの個性と魅力を持つ各市町のイベントに出かけませんか。
あなたと７市町をつなぐ新しい出会いや発見の種が今月も盛りだくさんです。
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美祢市

豊田前
愛のまごころ
矯正展
2018

5月20日（日）

山陽小野田市
P i c k  U p復活！ 住吉まつり

～世代を超えて つながる日～

5月26日（土）、27日（日）

萩市

歴史パフォーマンス
「SHOWIN～若き志士たち～」
萩・明倫学舎
ヴァージョン

5月3日（木・祝）～6日（日）

津和野町

太皷谷稲成神社
春季大祭

5月15日（火）

山口市

第3回
未来の山口の運動会

5月6日（日）

防府市

防府天満宮 
大石段花回廊

5月6日（日）まで

宇部市 P i c k  U p

P i c k  U p

山口宇部空港
にぎわいフェスタ

5月27日（日）
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会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

5月27日（日）まで

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

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

萩

5月27日（日）まで

サンタフェ
リー・ダークス
コレクション
浮世絵最強列伝　
～江戸の名品勢ぞろい～

時間／9:00～17:00（入場は16：30まで）
　　　金曜日は19:00まで開館（入場は18：30まで）
リー・ダークス氏（米国、1935年生まれ）の浮世絵
コレクションをまとめてご紹介する、はじめての展
覧会です。情熱と愛情を注いで育て上げられた
リー・ダークスコレクションは、誰もが知る名品あ
り、浮世絵ファンを唸らせる珍しい名品あり、まさに
“最強”のメンバー揃いです。またその中には、摺っ
た当初の美しい色彩を残した作品も多く含まれ、優
れたコレクションと評価されています。コレクション
が網羅する、浮世絵版画の初期から幕末までの代
表的な絵師による作品で、見ごたえたっぷりの浮世
絵の世界をお楽しみください。■観覧料：一般
1,000円（800円）、70歳以上の方・学生800円
（600円）※（ ）内は前売りおよび20人以上の団体
料金■休館日：5月14日（月）■会期中展示替があ
ります。前期：4月28日（土）～5月13日（日）、後期：
5月15日（火）～5月27日（日）
問い合わせ先／山口県立萩美術館・浦上記念館
☎0838-24-2400
□HP  http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/
　exhibition/special.html

会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

5月6日（日）まで

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800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（防府商工会議所内）
☎0835-22-4352
□HP  http://www.h-c.or.jp/

会場／萩・明倫学舎本館　
　　　復元教室
          萩市江向602

萩

5月6日（日）まで

萩の木造校舎
川口健治イラスト展

時間／9:00～17:00
萩市内の学校が木造校舎だった時代の校舎のイラ
ストを展示しています。なつかしい木造校舎をイラ
ストでお楽しみください。■入場料：無料
問い合わせ先／萩・明倫学舎推進課
☎0838-21-2018

会場／須佐漁港「遊覧船発着場」

萩

5月6日（日）まで

須佐湾遊覧船
運航開始
「春の定時運航」

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」。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1,800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／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
に区分して紹介します。■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

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／山陽小野田市歴史民俗資料館
          山陽小野田市栄町9-21

5月13日（日）まで

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、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/
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会場／平安古かいまがり交流館
          萩市平安古145-1

萩

5月29日（火）まで

写真展「萩の
町並みと夏みかん」

時間／9:00～17:00※水曜日は休館
土塀から顔を出す夏みかんは萩の代表的な風景です。町
並みと夏みかんをテーマに、古写真で懐かしい光景を紹介
し、萩を再発見する写真展を開催します。■入場料：無料
問い合わせ先／まちじゅう博物館推進課
☎0838-25-3290

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

5月1日（火）、2日（水）

第7回秋吉台
音楽コンクール
弦楽器部門

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
た演奏を是非、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。　

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

会場／萩市民体育館
          萩市椿3395-1

萩

5月1日（火）～5日（土・祝）

萩焼まつり

時間／9:00～17:30
毎年、約50の萩焼窯元や販売店が出店し、5日間
大即売を行います。販売価格も通常より安く、品揃
えも豊富です。また、会場では萩の特産品の販売
や、ろくろを使って実際に萩焼が作れる「ろくろ体
験コーナー」、萩焼の器を使った「テーブルコー
ディネート展」などもあります。この機会に400年
の歴史を誇る萩焼にふれてみてはいかがでしょう
か？ 【萩焼まつり会場内イベント】ろくろ体験コー
ナー（1品2,500円、送料別）、テーブルコーディ
ネート展、器と花のコラボレーション、企画展 “The 
めし碗”、抹茶接待コーナー■入場料：無料 
問い合わせ先／萩商工会議所
☎0838-25-3333
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.
　php?d=900013

会場／防府市地域交流センター
　　　（アスピラート）展示ホールA
          防府市戎町1-1-28

防府

5月2日（水）～28日（月）

上山満之進没後80年展

時間／10:00～17:00（入館は16:30まで）

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

6月30日（土）まで

「kozi69×
宇部彫刻 2018」
イラスト展

時間／9:00～17:00
宇部市在住のイラストレーターkozi69による彫刻
イラストを展示します。モチーフとなる彫刻をどこ
までも自由に扱うポップなイラストは、わたしたちに
彫刻と人とのコミュニケーションの多様な在り方を
教えてくれます。■休館日：火曜
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282 

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

防府

6月10日（日）まで

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：月曜、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

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／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

6月3日（日）まで

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・寄託いただ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  http://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.html

■日程：第2次予選［5月1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
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会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月3日（木・祝）～6日（日）

緑と花のステンドグラス展

時間／9:00～17:00（6日は15：00まで）
花や植物をデザインしたステンドグラス、ストラッ
プ、ミニテラリュームなどの作品展示■体験教室：
10:00～15:00（6日は12:00まで）※有料
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／石炭記念館
          宇部市大字沖宇部254

宇部

5月3日（木・祝）～6日（日）

石炭記念館ガイドツアー
会場／きららガラス未来館
          山陽小野田市焼野海岸

5月3日（木・祝）～5日（金・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
　　　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■申し込み方法：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のお渡し
日は異なります）。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/

会場／萩・明倫学舎本館
　　　多目的復元教室
          萩市江向602

萩

5月3日（木・祝）～6日（日）

歴史パフォーマンス
「SHOWIN
～若き志士たち～」
萩・明倫学舎ヴァージョン

時間／11:00～、13:00～、
　　　14:00～、15:30～
　　　※4日（金・祝）は、13：00～、14：00～、15：30～
県内外で萩市の観光の魅力をPRしている萩SHOWIN隊 
& TSUBAKI娘のほか、萩・こどもmanabi隊などのメン
バーが、歌とダンスとお芝居で、明治維新150年を迎えた
萩をテーマにした舞台を繰り広げます。■観覧料：無料
問い合わせ先／萩・明倫学舎推進課
☎0838-21-2018

山陽
小野田

会場／萩阿武川温泉公園周辺
          萩市川上4892-1

萩

5月3日（木・祝）

阿武川温泉公園まつり

時間／10:00～14:00
特産品即売、各種出店、公演、お楽しみ抽選会な
ど。■参加料：無料
問い合わせ先／川上総合事務所産業振興部門
☎0838-54-2121

会場／萩城跡指月公園、
 旧厚狭毛利家萩屋敷長屋、
　　　松陰神社

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／萩市明木「乳母の茶屋」
　　　および周辺民家の軒先
          萩市大字明木3198-3 ほか

萩

5月3日（木・祝）、4日（金・祝）

萩往還まつり　
技・明木展

時間／10:00～16:00
萩往還の街道沿いにある明木市はかつて参勤交代
の宿駅として栄え、現在でも特色ある石州赤瓦屋
根の古民家が連なり、往時の面影を留めています。
　萩往還交流施設「乳母の茶屋」や周辺民家の軒
先を舞台に、地元の特産品や県内外の伝統工芸品
等の展示販売、絵画やイラスト等の展示、オカリナ
演奏会ほかを実施します。■参加料：無料
問い合わせ先／萩往還工芸まつり実行委員会
☎0838-55-0817（内村）
☎0838-55-0211（萩市旭総合事務所）
□HP  http://www.oidemase.or.jp/tourism-
　information/spots/14436

防府図書館の前身
である三哲文庫を
創設した上山満之
進の顕彰事業とし
て没後80年展を
開催します。■記
念講演会〈聴講無
料〉5月3日（木・
祝）13:30～「郷
土の先人 上山満
之進翁の功績につ
いて」講師：児玉識
さん、会場：アスピ
ラート2Fリハーサ
ル室■ギャラリートーク〈聴講無料〉5月6日（日）
14:00～森川信夫（防府市立防府図書館長）、5月
13日（日）・20日（日）14:00～児玉識さん■観覧
料：無料■休館日：火曜
問い合わせ先／防府市教育総務課図書館管理室
☎0835-25-2590
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/37/

会場／巡礼：津和野カトリック教会～乙女峠
　　　ミサ：乙女峠

津和野

5月3日（木・祝）

乙女峠まつり

時間／10:30～巡礼、12:00～ミサ
明治初め、長崎から流刑された数多くの信者が、拷
問や投獄でもその信念を貫き通し、この地で命をお
としました。これらキリシタン殉教者に捧げられる
「乙女峠まつり」が、毎年5月3日に行われます。津和
野カトリック教会から約2km離れた乙女峠を目指し
て、聖母マリア像を中心に信者の巡礼の行列が続き
ます。正午より荘厳な野外ミサが行われ、殉教者に
捧げられる聖歌の響きは、信者はもちろんのこと、観
光で訪れた人々にも清らかな感銘を与えます。
問い合わせ先／津和野カトリック教会
☎0856-72-0251
□HP  http://www.sun-net.jp/~otome/matsuri.html
津和野町商工観光課
☎0856-72-0652
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会場／琴崎八幡宮バス停集合
          宇部市琴崎町

宇部

5月6日（日）、20日（日）、
6月3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（約4km）。■持参品：タオ
ル、飲み物など■参加料：無料■定員：各先着40人
■申し込み方法：電話またはFAX■申し込み期限：5
月4日（金・祝）、18日（金）、6月1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／高泊神社近くの田んぼ
          山陽小野田市大字西高泊

5月5日（土・祝）

泥んこ2018

時間／11:30～13:00（受付は10:30～）
　　　※雨天中止
田んぼの真ん中で日本一
長い80mのお好み焼き作
りに挑戦しませんか。■対
象：どなたでも参加可（小学
生以下は保護者同伴）■持
参するもの：木製または鉄
製のフライ返し（ヘラ）、割
り箸、お手拭き用ティッ
シュ、軍手■参加料：1人
500円（材料・保険代等）※
当日徴収■定員：先着300
人■申し込み方法：江汐公園管理棟、市民体育館、
竜王山公園オートキャンプ場に備え付けの申込書に
記入し提出■申し込み期限：5月3日（木・祝）
問い合わせ先／泥んこ実行委員会事務局
（江汐公園管理棟内　☎0836-83-5378） 

会場／宇部市立図書館
          宇部市琴芝町1-1-33

宇部

5月5日（土・祝）

みんなおいでよ 
こども春まつり

時間／14:00～15:45
ボランティア団体による、読み聞かせ、うた、人形劇、紙芝居、腹話
術、手品など■対象：幼児・児童と保護者■持参品：靴を入れる袋
問い合わせ先／宇部市立図書館
☎0836-21-1966 

会場／秋穂八十八ヶ所霊場札所
　　　当日案内所：秋穂地域交流センター
          山口市秋穂6823-1

山口

5月5日（土・祝）、6日（日）

秋穂八十八ヶ所霊場
お大師まいり

時間／9:00～16:00
1783（天明3）年に遍明院第八世性海法印が弟子ととも
に四国八十八ヶ所を巡り、各霊場から御符と敷地のお砂を
受けて帰郷し、霊域を定めてそれぞれの地にお砂を散布
し御符を供えて札所としたのが始まりといわれています。
弘法大師の命日にあたる旧暦の3月20日、21日に行われ
る「お大師まいり」では、巡礼にこられたかたがたに対し、
各札所において地元の人たちによる心のこもったお接待
が見られます。■参加料：無料（お賽銭をご用意ください）

5回目を迎えるせめんだるカップが、4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、ぜひ皆様お誘い合わせの上、お
越しください！ ■入場料：無料

問い合わせ先／山口観光コンベンション協会秋穂支部
☎083-984-3741
□HP  http://yamaguchi-city.jp/aio88

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3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 、もしくは Y C A M の H P
（www.ycam.jp）にあるお申し込みフォームに必
要事項を記入
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/

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）

5月5日（土・祝）～8日（火）

第5回せめんだるカップ
～伝統の味を皆様に
つねまつ菓子舗～

時間／10:30～17:00

山陽
小野田

時間／14:00～15:00
学芸員が館内の展示について解説します。
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／山口市中心街および
　　　パークロード周辺

山口

5月5日（土・祝）

第45回青空天国
いこいの広場

時間／11:00～16：00
青空天国いこいの広場は今年で45回を迎えます。
今年のテーマは、「やまぐち発見隊！ 未来の山口を
描こう」です。青天で「遊んで」、「知って」、「食べ
て」、やまぐちを体感しましょう。■参加料：無料
問い合わせ先／青空天国いこいの広場実行委員会
☎083-902-0892
□HP  http://www.yamaguchi-jc.com/

会場／萩博物館 前庭
          萩市大字堀内355

萩

5月5日（土・祝）

NPO萩まち博
「こども広場」

時間／9:30～16:00
NPO萩まちじゅう博物館では、萩博物館の来館者への
おもてなしの一環として「こども広場」を開催します。ご
家族での参加をお待ちしております。こま、けん玉、なわ
とび、フラフープ、シャボン玉、タカラ貝ストラップ作り、
貝細工 他■参加料：無料（実費が必要なものもあります）
問い合わせ先／NPO萩まちじゅう博物館事務局
☎0838-25-3177

会場／道の駅「萩・さんさん三見」
　　　（山陰道明石パーキングエリア）

萩

5月4日（金・祝）、5日（土・祝）

道の駅
「萩・さんさん三見」
「春の感謝祭」

時間／10:00～15:00
甘夏や新鮮な地物野菜・海産物の販売、屋台出店等 ■イ
ベント：5月5日子供の日限定、10:00～お菓子のすくい
取り（参加費無料）同日、お米のすくい取り（1回100円）
※いずれも1人1回。なくなり次第終了。■入場料：無料
問い合わせ先／道の駅「萩・さんさん三見」
☎0838-27-0041
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会場／太皷谷稲成神社
          津和野町後田409

津和野

5月15日（火）

太皷谷稲成神社
春季大祭

時間／10:00～
日本五大稲荷のひとつ、津和野太皷谷稲成神社の春
の大祭が行われます。1774（安永2）年5月15日に
太皷谷稲成の大神が御鎮座されたことにちなんで、
毎年大祭を行います。宮司の祝詞に引き続き、参列
者の方々の祈願祭が行われ、巫女による悠久の舞が
奉納されます。金幣行事の後、参列者全員の玉串拝
礼を行います。■申し込み方法：神社受付にて
問い合わせ先／太皷谷稲成神社
☎0856-72-0219
□HP  http://taikodani.jp/nenkangyouzi/syunkitaisai/
太皷谷稲成神社
☎0856-72-0219

会場／防府市公会堂
          防府市緑町1-9-1

防府

5月13日（日）

（公財）防府市文化振興財団
設立20周年記念事業
中山秀征講演会
～子どもから学ぶ～

時間／16:00～
現在、日曜日の
顔として日本テ
レビ「シューイ
チ」のメイン司会
を担当し、温かい
人柄でお茶の間
を魅了している
中山秀征さんの
講演会です。4人
の男の子の父親
として育児に積
極的に参加し、
子育てを通して
学んだ経験を語
ります。■入場
料：全席指定 一般：2,000円（当日500円高）※3歳未
満のひざ上鑑賞は無料※財団会員無料（事前に招待
券の発券が必要）■申し込み方法：窓口または電話■
プレイガイド：アスピラート、防府市公会堂、山口情報
芸術センター、周南市文化会館、ローソンチケット、チ
ケットぴあ
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／5月14日（月）：前夜祭　
　　　萩本陣「松の間」
          萩市椿東385-8
　　　5月15日（火）、16日（水）
　　　萩市民館小ホール
          萩市江向495-4

萩

5月14日（月）～16日（水）

本因坊戦7番勝負
第一局萩対局　
前夜祭・大盤解説会

時間／14日 18:00～
　　　15日
　　　大盤解説会は14：00～18：00（予定）
　　　16日 大盤解説会は10：00～終局まで
　　　（対局場所は萩・明倫学舎2F天井裏見学室）
今年2月に国民栄誉賞を受賞された井山裕太九段と山下
敬吾九段との前夜祭を5月14日（月）に行います。5月15
日（火）、16日（水）は井山裕太九段と山下敬吾九段が対
局します。神の一手の瞬間を見ませんか。■参加料：「前
夜祭」＝8,000円、「大盤解説会」＝1,000円（5月15日、
16日の2日券は1,500円）、高校生以下無料。※指導碁
の参加料含む。■定員：「前夜祭」先着100人、「大盤解説
会」先着80人。■応募要件・申し込み方法：萩市企画政策
課備え付けの申込書に記入し、企画政策課に提出※申込
書は萩市HPからもダウンロードできます。■申し込み方
法：申込書を持参郵送またはFAX■申し込み期限：いずれ
も郵送による申し込みは5月11日（金）まで
問い合わせ先／萩・明治維新150年記念事業実行委員会
（萩市企画政策課内）
☎0838-25-3102　FAX：0838-26-3803
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/site/meijiishin150/

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／萩オープンガーデン実行委員会
畔亭☎0838-22-1755
萩市観光協会☎0838-25-1750
□HP  http://hagi-opengarden.com/

会場／ときわ公園正面入口集合
          宇部市大字沖宇部254

宇部

5月13日（日）

バードウィーク
野鳥観察会

時間／9:00～11:00
野鳥観察やワークショップを行います。■申し込み
方法：電話■申し込み期限：5月10日（木）
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／有帆公民館前広場・
　　　有帆コミュニティ体育館　
          山陽小野田市新有帆1-1 ほか

5月13日（日）

有帆市まつり

時間／10:00～16:00 
江戸時代から続く伝統のお祭りで、農機具市がはじ
まりだといわれています。有帆公民館前には神輿
が出て「御旅所」が設けられ、五穀豊穣・家内安全
などを祈願します。■内容：舞踊、劇団鹿島寿公演、
福引き、わくわく広場、人形劇・大型絵本の読み聞
かせ・オカリナ演奏、家族の似顔絵展らくがきコー
ナー、バザーなど■別府八幡宮御神幸祭8:30～
16:00■雨天決行※なるべく公共交通機関をご利
用ください。
問い合わせ先／有帆公民館
☎0836-84-4090

山陽
小野田

会場／かんきつ公園、旧田中別邸
          萩市大字平安古町164

萩

5月12日（土）、13日（日）

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！ ぜひこの季節ならで
はの萩の風景をお楽しみください。《新企画》夏み
かん王子決定戦5月12日（土）13:00～実施（受付
12:00～）子ども達がステージ上で「夏みかんしぼ
り」「早飲み」「かんきつにちなんだクイズ」に挑
戦。トーナメント方式でチャレンジし、優勝者を「夏
みかん王子」として表彰します。■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
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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。■参加料：無料
問い合わせ先／浜崎しっちょる会
☎0838-22-0133
□HP  http://hamasakisittyorukai.com/

会場／ときわ公園東駐車場
          宇部市沖宇部254

宇部

5月20日（日）

ときわ公園
フリーマーケット

時間／7:00～14:00
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／秋吉台展望台付近集合、
　　　競技域は秋吉台山焼き実施地域

美祢

5月20日（日）

秋吉台ロゲイニング2018

時間／8:00～14:30
ロゲイニング用特製地図と方位磁石を使用し、徒
歩またはランニングでフィールド内のチェックポイ
ントを制限時間内に回り、何カ所見つけられるかを
競うスポーツです。広大な秋吉台の自然を堪能しな
がら、頭と体を一緒に動かしませんか。個人・グルー
プ（5人まで）で参加できます。 ■参加料：5時間の
部5,000円、3時間の部3,000円（2人目以降は一
人1,000円増額）■定員：100組（1～5人）■申し
込み方法：電話■申し込み期限：5月12日（土）
問い合わせ先／秋吉台ロゲイニング2018実行委員会
☎090-1687-3343

会場／美祢社会復帰促進センター
          美祢市豊田前町麻生下10

美祢

5月20日（日）

豊田前愛のまごころ
矯正展2018

時間／9:00～15:00
矯正処遇の紹介、
刑務所作業製品の
展 示・販 売 コ ー
ナー、地域の皆さん
による飲食店出店、
ステージイベントな
ど美祢市の魅力満
載でお子様も楽し
める催しもの盛りだ
くさんの内容となっ
ています。また、普
段は入ることのでき
ない美祢社会復帰
促進センター内の
施設見学（希望者多数の場合は先着順）もあります。
この機会にぜひセンターにお越しください。

問い合わせ先／美祢社会復帰促進センター
☎0837-57-5131

会場／山口市大海総合センター
　　　らんらんドーム
          山口市秋穂東1130-5

山口

5月19日（土）

六角堂御開扉記念
講演「六角堂よもやま話
～京都と山口を結び
つけた大内氏の信仰～」

時間／10:30～11:20

山口市秋穂に京都の六角堂の如意輪観音を大内
義弘が勧請したという言い伝えがあり、21年ごと
に御開扉が行われています。今年はその年にあた
るため、六角堂御開扉記念講演「六角堂よもやま
話」を開催します。■受講料：無料■定員：200人
問い合わせ先／山口観光コンベンション協会秋穂支部
☎083-984-3741

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

5月19日（土）

「アナグマは
クマではありません」
福田幸広
ギャラリートーク

時間／13:00～15:00
撮影時のエピソードや動物写真家としての経験な
どの楽しいお話です。
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／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

5月19日（土）～6月17日（日）

福田幸広写真展
「アナグマは
クマではありません」

時間／9:30～17:00
県内外で撮影されたアナグマの写真展です。■休館日：火曜
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／霜降山管理道ゲート手前集合
          宇部市善和

宇部

5月19日（土）

てくてくまち歩き
「上を向いて歩こう！」
霜降山の
木々ウオッチングと
ドウダンツツジ

時間／9:20～12:00
馬の背池新緑と上品な花を楽しみましょう（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：5月18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／山口情報芸術センター
　　　（市立中央図書館併設）
　　　スタジオC集合

山口

5月19日（土）

山口市保健センター
×山口市立中央図書館
コラボ講座
「図書館で学ぶ
ウォーキング教室」

時間／10:30～12:30（開場は10:00～）
中央図書館で健康運動指導士にウオーキングを学び、一
緒に春の中央公園を歩きませんか？ 健康に効果的な歩き
方が知りたい方や、これからウオーキングをはじめてみた
い方にお勧めの講座です。講座に合わせて中央図書館で
は、5月19日（土）まで「心と体の健康」に関するマメ知識
の紹介と、関連図書の企画展示を開催しています。貸し
出しもできますので、ぜひお立ち寄りください。※雨天時
は、講話と簡単な実技および中央図書館＆山口情報芸術
センターの施設見学ツアーを行います。■参加料：50円
（保険料として）■定員：先着50人■申し込み方法：電話
（平日 8:30～17:15）■申し込み期限：5月11日（金）
問い合わせ先／山口市保健センター（山口市健康増進課 健康づくり担当）
☎083-921-2666
□HP  http://www.city.yamaguchi.lg.jp/
　soshiki/60/38889.html
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会場／旧青年の家周辺
          宇部市大字沖宇部224

宇部

5月26日（土）

こどもタネだんご作り教室

時間／10:00～11:30
花の種を培養土で包むタネだんごの作り方を学び
ます。■対象：小学生以下■持参品：ビニール手袋
か軍手■参加料：100円■定員：20人■申し込み方
法：電話・FAX・はがきのいずれか■申し込み期限：5
月18日（金）
問い合わせ先／宇部市ガーデンシティ推進グループ
〒755-8601 宇部市常盤町1-7-1
☎0836-34-8485　FAX0836-22-6008 

会場／ときわ動物園
　　　コツメカワウソ展示場前
          宇部市則貞3-4-1

宇部

5月26日（土）、27日（日）

カワウソの日特別イベント

時間／12:30～
5月30日の世界カワウソの日にちなんだ、野生で
の現状などのお話。
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541
　info@tokiwa-zoo.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

5月24日（木）

小野田医師会
健康ミニ講座

時間／14:00～15:00
瀬戸病院の瀬戸信夫院長を講師に迎え、「転ばぬ
先の杖～寝たきりを予防する～」についての講座を
開催します。■受講料：無料■定員：先着80人
問い合わせ先／山陽小野田市健康増進課
☎0836-71-1814

会場／阿知須浦地区
          （東条、小古郷、縄田、西条及び砂郷）

山口

5月26日（土）

阿知須浦まつり

時間／①十七夜祭踊り曳山8:10～15:30
　　　②十七夜祭御神幸祭15:30～20:00
　　　③阿知須花火大会19:30～21:00
　　　※荒天の場合、①②③は
　　　主催または当番自治会の判断により
　　　中止となる場合あり。その場合③は
　　　翌日の5月27日（日）に順延
■阿知須浦まつり：十七夜祭の余興となる①踊り曳山の繰り出し
は、阿知須浦地区の五つの自治会で実施されています。踊り曳
山の1階部分にシャギリ手、2階前方部に音頭取り、最上部に見
張り役が乗り込み、音頭に合わせて約100人の曳き手がかけ声
を発しながら浦地区を訪問して踊り子の舞を披露します。■②御
神幸祭は、阿知須恵比須神社の御神体（神輿）の御神幸（15:30
頃から）および御管絃船での阿知須漁港周辺遊覧（18:00頃か
ら約45分）を行うことで、地区民の幸福と海の安全を祈願するも
のです。遊覧後、上陸・神事のうえ御神体は神社に奉納されます。
■③は約3,500発の花火を阿知須きらら浜（市道きらら浜1号線
沿い遊歩道）、新小古郷防波堤から打ち上げます。観覧場所は阿
知須漁港広場、駐車場は山口きらら博記念公園の北駐車場（無
料）をご利用いただけます。■参加料：無料
問い合わせ先／山口県央商工会阿知須支所
☎0836-65-2129
□HP  http://www.yama-kenoh-shokokai.jp/

会場／やまぐちリフレッシュパーク
          山口市大内長野1107

山口

5月26日（土）

第7回湯田温泉
スリッパ卓球大会

時間／8:50～
湯田温泉発のB級スポーツ、「スリッパ卓球大会」が
第7回目を迎えます。旅館のスリッパを卓球代わり
に、熱いバトルを繰り広げてみませんか。受付は
8:10～8:30、開会式は8:50～、競技は9:10～。■
参加料：1人1,500円（申し込み後の不参加は参加料
を徴収、大会前日の5月25日（金）または5月26日
（土）に湯田温泉旅館協同組合加盟の旅館・ホテルに
宿泊された場合は参加料を免除■応募要件：中学生
以上■申し込み方法：所定の参加申込書に必要事項
を記入の上FAX。参加申込書はHP等からダウン
ロードできます（http://ragtime.jp/takkyu.html、
https://www.facebook.com/yudaonsen.slip
per）■申し込み期限：5月7日（月）
問い合わせ先／湯田温泉スリッパ卓球大会実行委員会
☎083-925-6843　FAX083-925-6851
□HP  http://ragtime.jp/takkyu.html

山陽
小野田

会場／防府市文化福祉会館
          防府市緑町1-9-2

防府

5月20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。■5月の内容◎やまたんシア
ター～大型絵本の読み聞かせ～◎ポリ袋こいのぼ
りだこ◎いつもありがとうゲーム■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／山陽小野田市中央図書館
          山陽小野田市栄町9-13

5月20日（日）、6月17日（日）、
7月15日（日）、9月2日（日）

中央図書館・放送大学
連携公開講座「哲学カフェ」

時間／10:00～11:30
哲学カフェとは、コーヒーを片手に、時には音楽を
聴きながら、自由に会話する場です。様々なテーマ
について、回答を焦らずに自由に話し合ってみませ
んか。■受講料：無料■定員：各回先着20人■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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月23日（水）

ハーブ公開講座
「クリスタライズドハーブ
をつくり、ハーブティーを
楽しみましょう！」

時間／①10:30～12:00、②13:30～15:30　
ハーブのお菓子作りとハーブティーを楽しみます。
■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・FAX・はがきのい
ずれか■申し込み期間：5月7日（月）～21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）
〒755-0025宇部市野中3-4-29 
☎0836-37-2888　FAX0836-37-2889

会場／ときわ公園スポーツ広場集合
          宇部市上宇部310

宇部

5月20日（日）

野生動物の
フィールドサインを
探してみよう

時間／10:00～12:00
ときわ公園に生息する野生動物の足跡やけもの道などのサ
インを探してみよう。■定員：先着20人■申し込み方法：電話
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541
　info@tokiwa-zoo.jp
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会場／東大寺別院阿弥陀寺
          防府市牟礼1869

防府

6月1日（金）～30日（土）

あじさいまつり

時間／9:00～17:00
西のアジサイ寺として知られる東大寺別院阿弥陀
寺では、毎年6月にあじさいまつりが開催されま
す。緑豊かな境内には、約80種4,000株が植えら
れ、訪れた人を華やかな浄土の世界に誘い入れま
す。※あじさい祭り期間中は入山料が必要です。
（大人200円、中学生以下無料）

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
ある離島｢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島散策と星観賞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

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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月30日（水）～6月3日（日）

ヤマアジサイ展

時間／9:00～17:00
ヤマアジサイ、ガクアジサイ、ウツギ、季節の山野
草などの展示。■園芸相談：6月2日（土）～3日（日）
10:00～12:00、13:00～16:00■ヤマアジサイ
栽培ワークショップ：5月30日（水）10:30～
12:00、持参品：軍手、ハサミ■定員：20人■申し込
み方法：電話・FAX・はがきのいずれか■申し込み期
間：5月7日（月）～21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）
〒755-0025宇部市野中3-4-29
☎0836-37-2888　FAX0836-37-2889

会場／一の坂川周辺

山口

6月1日（金）～7日（木）

ほたる観賞Week!

時間／17:00～22:00
国の天然記念物にも指定されている一の坂川のゲ
ンジボタルの乱舞を観賞します。6月2日（土）はほ
たる祭りも開催され、多くの観光客でにぎわいま
す。■参加料：無料（一部有料）
問い合わせ先／山口市交流創造部観光交流課
☎083-934-2810
□HP  http://yamaguchi-city.jp/

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■参加料：10,800
円（船賃、食事4食、保険料、エンディングノート代含
む）■定員：先着20人（入金確認順）■申し込み方法：
電話またはFAXで住所・氏名・電話番号を伝えるまた
は明記する■申し込み先：㈱ F Pオフィス縁  
☎ 0835-28-9282（平日10：00～16：00）FAX：
0835-28-9283■申し込み開始日：5月1日（火）

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。元・福音館書店編集長の松本徹さんによる講演会、
劇やパネルシアターもあるおはなし会、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。皆様お
誘いあわせのうえご来場ください。■参加料：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
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！ 約
160品種、約1,000株のバラも見頃を迎えます。
問い合わせ先／山口宇部空港ビル（株）
☎0836-31-2200

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
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。チャンプ（優勝）本を決める投票参加者は事
前申込不要。当日は直接会場へ足をお運びください。
■参加料：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。応募者多数の場合および同じ作品が
複数の場合は抽選■申し込み期限：5月13日（日）
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団（防府図書館）
〒747-0035 防府市栄町1-5-1
☎0835-22-0780　FAX：0835-22-9916 
□HP  http://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

山陽
小野田

会場／住吉神社および周辺沿道
　　　小野田セメント山手倶楽部
　　　龍遊館 ほか
          山陽小野田市東住吉町 ほか

5月26日（土）、27日（日）

復活！ 住吉まつり
～世代を超えて つながる日～

時間／【前夜祭】26日（土）16:30～21:00
　　　【 本 祭 】27日（日）10:00～16：00
小野田の発展につくした小野田セメント創設者で、
名誉市民第一号者である笠井順八翁の功績をたた
え、わが町を元気にし、地域の和と絆を深めるため
に、開催されています。■前夜祭：ステージイベント
（太鼓演奏、バンド演奏、バナナの叩き売りほか）、
バザー、豚汁ふるまい（先着1,000人）ほか■本祭：
ステージイベント（よさこい総踊り、もちまきほか）、
パレード（龍舞、よさこい、みこしほか）、バザー、子
ども広場イベント（猿まわし、菓子まき）ほか■雨天
決行※なるべく公共交通機関をご利用ください。

問い合わせ先／住吉まつり復活委員会事務局
☎0836-83-3360（須恵公民館内）
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会場／萩市山田 天神橋付近

萩

6月2日（土）

ホタルまつりinやまだ

時間／17:30～22:00
農村風景が広がる萩市山田地区で行われる恒例の
ホタルまつり。夕闇の中、ひとつ、またひとつと明滅
するホタルを鑑賞できます。会場では、地元農産物
の直売コーナーや生ビール、焼き鳥などの屋台が
出るほか、近隣の保存会による神楽舞の競演など
の催しがあります。■参加料：無料
問い合わせ先／ホタルまつりinやまだ実行委員会
☎090-1683-8468
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=900019

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

6月3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
く聞くことができます。■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／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

6月2日（土）～7月8日（日）

企画展「明治維新
150年記念企画 第1弾
毛利敬親の藩政改革」

時間／9:00～17:00（入館は16：30まで）
幕末に萩藩が中央政界に躍り出ることができたの
は、それに先立ち、毛利敬親の藩政改革が一定の
成果を収めていたからでした。これらを伝来の史料
から紹介します。■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／萩市玉江浦
          萩市橋本川下流域河川敷

萩

6月3日（日）

第15回
萩の和船大競漕
～おしくらごう～

時間／9:00～13:00
玉江浦地区に藩政時代から約300年にわたり受け
継がれている和船競漕「おしくらごう」や、公募参加
による中学校・一般の部の和船競漕を開催します。
問い合わせ先／萩市水産課
☎0838-25-4195

会場／航空自衛隊防府北基地
          防府市田島無番地

防府

6月3日（日）

防府航空祭

時間／9:00～15:00
航空機の飛行・地上展示、ブルーインパルスの飛行
展示、ファンシードリル、ブルーインパルスジュニ
ア、ランウェイウオーク、ミニ電車、模擬店など。■
基地内には駐車場は設けておりません（二輪車除
く）なるべく公共交通機関をご利用ください。なお、
臨時駐車場として「中関港第3岸壁臨時駐車場」を
設けています。※例年の「潮彩市場臨時駐車場」は
使用できません。■障がい者の方または障がい者
を同伴されて、お車での来場を希望される方は、事
前の申し込みが必要です（HPをご確認ください）
■予行でジェット機等が飛行します。※天候等に
よっては内容の変更があります。■入場料：無料
問い合わせ先／防府北基地 渉外室
☎0835-22-1950【内線216】
□HP  http://www.mod.go.jp/asdf/hofukita/

問い合わせ先／東大寺別院阿弥陀寺
☎0835-38-0839
□HP  https://visit-hofu.jp

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

6月1日（金）～8月31日（金）

企画展「藩主毛利敬親の
真のキャラクターに迫る」

時間／9:00～17:00
幕末の明君毛利敬親の逸話から真のキャラクター
に迫ります。■観覧料：大人100円、小人50円■休
館日：火曜
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／航空自衛隊防府南基地
          防府市田島無番地

防府

6月2日（土）

航空自衛隊南基地
開庁記念行事

時間／8:00～15:30
課程学生約1,000人による観閲式・観閲行進、ブ
ルーインパルスジュニア、装備品展示、西部航空音
楽隊演奏、体験試乗、ファンシードリル、臨時売店、
参加型イベント（ティーボール、自衛隊車両と綱引
き等）※荒天時は、内容が一部変更になります。基
地南側に駐車場があります。基地HPをご確認くだ
さい。■観覧料：無料
問い合わせ先／防府南基地 渉外室
☎0835-22-1950【内線413・414】
□HP  http://www.mod.go.jp/asdf/hofuminami/

会場／亀浦公園グラウンド集合
          宇部市亀浦5-8-1

宇部

6月2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
（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：6月1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
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山口

6月9日（土）、10日（日）

明治維新150年
記念講演
NHK大河ドラマ
時代考証のはなし
～『西郷どん』が
さらに面白くなる！

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

6月9日（土）、10月14日（日）、
11月17日（土）

山口大学
公開講座
「古代米をつくって食べよう」

時間／9:00～12:00
この講座では、現在の米づくりと比較しつつ現在
のお米のルーツとされる赤米を、石庖丁など弥生
時代に使われていた道具で収穫するなどして、当
時の米づくりの一部を実践し、試食します。また、
土器づくりや土器を使った調理などにより当時の
生活の一部を体験することで、主食として普段何
気なく食べているお米の歴史と価値を再認識する
ことを目的とします。なお、講座の第1・2回目（6月
9日・10月14日）を「土器づくり・赤米収穫コース」
（定員10名・受講料4,900円）、第3回目（11月17
日）を「赤米試食コース」（定員10名・受講料
2,450円）とし、個別のコースでも募集していま
す。■受講料：7,350円■定員：先着10人■応募要
件：電話・FAX・はがき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・FAX・はがき・HPのいずれか■申し込み
期限：5月28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

6月4日（月）、8月22日（水）

山口大学公開講座
「小麦栽培から始める
パンづくり（前編）」

パンは小麦粉から作ります。強力粉と呼ばれるこの
小麦粉は、そのほとんどが外国から輸入された原
料をもとに作られます。今、地域でとれた農産物を
その地域で食べたい！と思う人が増えてきました。
このような声にこたえて、山口県が奨励するパン用
小麦品種「せときらら」を栽培して、その粉でパン
を作っていただき、一人でも多くの方に、「せときら
ら」を知っていただきたいと思います。■6月4日は
10:00～15:00、8月22日は10:00～16:00■受
講料：7,600円■定員：先着30人■応募要件：電話・
FAX・はがき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・
FAX・はがき・HPのいずれか■申し込み期限：5月
21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／山口宇部空港集合 他
          宇部市沖宇部６２５

宇部

美祢

6月6日（水）、12日（火）、29日（金）
7月6日（金）、26日（木）

大人の社会派ツアー
【人気コース】
「セメントの道 石灰石鉱山と
宇部興産専用道路」

時間／9:00～18:10
■ルート：秋芳洞⇒安富屋⇒宇部興産（株）伊佐セ
メント工場⇒宇部興産専用道路⇒楠こもれびの郷
⇒宇部興産専用道路⇒トレーラー整備場⇒
UBE-i-Plaza。全国から注目されるこのコース。美
祢市で採掘される「石灰石」が、宇部市で「セメン
ト」になるまでをたどります。幅が1.2ｋｍもある、広
大な石灰石鉱山や、全長約32kmの宇部興産専用
道路、全長30mのダブルストレーラーに圧倒されま
す。写真で見るだけでは伝わらない、このスケール
を是非!!■旅行代金：お一人様6,900円（入洞料含
む）■定員：各開催日40人（最少催行人数30人）■
申し込み方法：HPまたは電話（出発日：6月6日
（ 水 ）、7 月 6日（ 金 ）、宇 部 市 交 通 局：☎
0836-31-2442）（出発日：6月12日（火）、29日
（金）、7月26日（木）、㈱船鉄観光旅行社おのだサ
ンパーク店：☎0836-83-3275）※募集開始日及
び予約状況等についてはHPをご覧ください。※申
し込みの前にHP掲載の注意事項一覧をご確認く
ださい。
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会：
事務局（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

6月8日（金）～10日（日）

市民ギャラリー
「歴史感じて…
押し花展」

時間／10:00～17:00
ワールドプレスフラワー協会山口県支部「花ごよ
み」のみなさんによる作品を約100点展示します。
■入場料：無料
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~saikou/

会場／防府市多々良二丁目
          （集合は国衙史跡公園）

防府

6月3日（日）

市民発掘体験

時間／9:30～11:30
本物の遺跡で発掘の体験をして、1,300年の史都・
防府を体感してください。■参加料：無料■定員：
15人■申し込み方法：往復はがきに住所・氏名（ふ
りがな）・年齢（学年）・電話番号を明記※応募者多
数の場合は抽選■申し込み期限：5月11日（金）【消
印有効】
問い合わせ先／防府市文化財課文化財調査係
〒747-0808 防府市桑山2-1-1
☎0835-25-2532

会場／防府市公会堂
          防府市緑町1-9-1

防府

6月3日（日）

（公財）防府市文化振興財団
設立20周年記念事業
歌舞伎鑑賞
入門公演
「歌舞伎のすゝめ」

時間／14:00～
歌舞伎の楽し
さ、おもしろさを
味わえる公演で
す。立ち廻りを
解説するワーク
ショップもあり、
歌舞伎の演目の
みならず伝統芸
能の様式にも触
れることができ
ます。この機会
にぜひ、日本の
伝統芸能「歌舞
伎」に触れてみ
てください。■
入場料：全席指定2,000円 ※財団会員500円引 
当日500円高※高校生以下無料（事前に招待券の
発券が必要）■申し込み方法：窓口または電話■プ
レイガイド：アスピラート、防府市公会堂、山口情報
芸術センター、周南市文化会館、ローソンチケット、
チケットぴあ
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／JR厚狭駅新幹線口集合 他
          山陽小野田市大字厚狭沖田8-3

宇部

6月14日（木）

大人の社会派ツアー
【健脚コース】
「世界かんがい施設
遺産登録記念
常盤湖かんがい施設と
ダム湖巡り」

時間／8:50～16:40
■ルート：常盤湖【世界かんがい施設遺産】⇒
COCOLAND⇒厚東川ダム⇒宇部丸山ダム⇒宇
部かまぼこ。2016（平成28）年にときわ公園にあ
る常盤湖が「世界かんがい施設遺産」に県内で初
めて登録されました。その歴史的価値のある農業
用水利施設と洪水被害軽減や工業用水、上水確保
のために造られたダムを巡り、その用途と構造や
歴史を学びます。■旅行代金：お一人様7,000円
■定員：23人（最少催行人数15人）■申し込み方
法：HPまたは電話（㈱船鉄観光旅行社おのだサン
パーク店：☎0836-83-3275）※募集開始日およ
び予約状況等についてはHPをご覧ください。※申
し込みの前にHP掲載の注意事項一覧をご確認く
ださい。

問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会：
事務局（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

6月14日（木）、21日（木）、28日（木）

山口大学公開講座
「留学生を通した
異文化理解（上級編）：
シルクロードの
農村観光」

時間／18:00～19:00

昨年度開講した「留学生を通した異文化理解」か
ら、好評であった「新疆ウイグル自治区の暮らしと
文化」をアップグレードして開催します。昨年度より
も専門的になりますが、初回に概要をお話しします
ので，初めての方でもご遠慮なくご参加いただけま
す。■受講料：2,400円■定員：先着40人■応募要
件：電話・FAX・はがき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・FAX・はがき・HPのいずれか■申し込み期
限：5月31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／松陰神社、松下村塾および
　　　立志殿 ほか

萩

6月15日（金）～17日（日）

リーダーシップ
セミナー
in萩

2018年は明治維新150年の記念の年です。久野
塾と萩市では、「明治維新150年記念事業」として
共催でリーダーシップセミナーを開催します。松下
村塾内での上田名誉宮司による講話、久野塾アド
バイザーによるリーダーシップ研修など、自身の
「志」を更に高めませんか。6月15日：前夜祭（希望
者のみ）18：00～、6月16日：松陰神社上田名誉宮
司の講話拝聴12：00～15：00、ワークショップ①
16：00～18：00、交流会（希望者のみ）19：00～
21：00、6月17日：ワークショップ②9：00～12：
00、座禅会（希望者のみ）午後■参加料：5,000円
（交流会に参加される方は別途4,000円。前夜祭
は実費）■定員：先着40人■申し込み方法：電話・
FAX・メールのいずれかで氏名・電話番号・メールア
ドレスを伝える
問い合わせ先／萩・明治維新150年記念事業実行委員会
（萩市企画政策課内）
☎0838-25-3102　FAX0838-26-3803
　kikaku@city.hagi.lg.jp
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/site/meijiishin150/

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

防府

6月16日（土）～7月1日（日）

特別展「未来の
科学の夢絵画展」

時間／9:30～17:00
次世代を担う子どもたちが、未来に「こんなのあっ
たらいいな」と思い描く科学への夢を自由に表現し
た「第40回未来の科学の夢絵画展」の全入賞作品
を、全国巡回展として展示します。■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：月曜
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／山口市菜香亭 大広間
          山口市天花1-2-7
時間／18:00～19:30
時代考証とは、ドラマや映画など、時代劇の制作現
場で歴史的な日本の文化・風俗・風習等を映像にし
て現代の観客に伝える縁の下の力持ちor大事な裏
方です。史実を熟知し、現代の世相にどこまで寄り
添わせるか。そのサジ加減を調整します。時代考証
を通じてドラマ制作の裏側を知ると、大河ドラマや
朝ドラがさらに楽しくなります。■入場料：無料■定
員：先着100人■申し込み方法：電話で①氏名 ②住
所 ③電話番号 をお知らせください。電話受付時間：
水曜～月曜（火曜日休館）9:00～17:00■申し込
み開始日：5月18日（金）
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／山口宇部空港集合 他
          宇部市沖宇部６２５

美祢

6月13日（水）

大人の社会派ツアー
【体験コース】
「食・美祢（初夏）
カルスト台地の
恵みを食す！」

時間／9:00～16:15
■ルート：梨下村塾⇒大嶺酒造⇒日本名水百選　
別府弁天池⇒弁天会館⇒秋吉ファームガーデン。
秋吉台の麓に開けた秋芳地区は、梨づくりに適した
恵まれた土壌、気象条件、そして何よりも生産者の
梨づくりへの“こだわり”により、甘みと酸味のバラ
ンスの良い「秋芳梨」が生み出されています。その
秋芳梨の袋付け作業体験と今年4月にオープンし
た新施設・大嶺酒造では水にこだわった酒造蔵を見
学します。■旅行代金：お一人様7,100円■定員：
23人（最少催行人数15人）■申し込み方法：HPま
たは電話（宇部市交通局：☎0836-31-2442）※
募集開始日および予約状況等についてはHPをご
覧ください。※申し込みの前にHP掲載の注意事項
一覧をご確認ください。

問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会：
事務局（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

6月13日（水）、27日（水）、
7月4日（水）、11日（水）

山口大学公開講座
「ラフカディオ・ハーン
（小泉八雲）作
「雪おんな」を読む」

時間／13:30～14:30

ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の「雪おんな」を、
日本の昔話や伝説の翻訳だと思っている方はいま
せんか。「雪おんな」はハーンが創作した文学作品
です。「雪おんな」を様々な視点から考察し，ヨー
ロッパ文化と日本文化が入り交じった「雪おんな」
を一緒に味わいましょう。■受講料：3,200円■定
員：先着20人■応募要件：電話・FAX・はがきでお申
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・FAX・はがき・HPのい
ずれか■申し込み期限：5月30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/
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会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

6月23日（土）～9月2日（日）

特別展
「深海魚大行進」

時間／9:00～17:00（入館は16：30まで）
萩博物館と東京海洋大学の深海魚の標本数百種・
数千点を一挙公開する、国内有数の深海魚展で
す。■入館料：大人510円、高校・大学生310円、
小・中学生100円※割引等適用対象：団体（20人以
上）、障がい者手帳等をお持ちの方
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／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）

6月24日（日）

山口県交響楽団演奏会
山響サマー
コンサート

時間／開演14:00～（開場は13：30）
バレエやオペラ、劇団との共演など多彩な演奏活
動を行っている山口県交響楽団によるコンサート
です。指揮に吉浦勝喜、ソリストには九州交響楽団
ホルン奏者の木村睦美を迎え演奏します。 ■ 入 場
券：一般1,000円（全席自由、高校生以下は無料）
■チケット販売所：不二輸送機ホール、山陽小野田
市民館仮設事務所、イトオ楽器店、おのだサンパー
ク（チケット販売日は5月下旬予定）
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／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

8月5日（日）

反田恭平
ピアノ・リサイタル
全国ツアー
2018-2019

時間／14:00～（開場は13:30）
「情熱大陸」「題名のない音楽会」など多くのメディ
アも注目するピアニスト反田恭平の山口県初のリ
サイタルです。昨年の全国ツアーでは全13公演が
完売するなど、現在最も勢いのある若手ピアニスト
がオールベートーヴェンプログラムで登場します。 
■チケット料金：１階席4,000円、2・3階席3,500円
（全席自由）※チケット発売日は5月12日（土）■チ
ケット販売所：秋吉台国際芸術村
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／JR厚狭駅新幹線口集合 他
          山陽小野田市大字厚狭沖田8-3

宇部

6月18日（月）

大人の社会派ツアー
【健脚コース】
「渡邊祐策と沖ノ山炭鉱
松巌園と石炭産業の
発展」

時間／9:10～17:50
■ルート：石炭記念館⇒渡辺翁記念会館⇒瀬戸内
料理おおしま⇒松巌園（渡邊家）⇒創作洋菓子のロ
イヤル⇒牛岩神社⇒宇部興産機械㈱屋上⇒西沖
石灰石センター・トレーラー基地。宇部市発展の基
礎を築いた渡邊祐策翁ゆかりの地を訪ねます。翁
が住んだ松巌園や遺徳を記念して、翁の関係した7
事業各社の寄付を得て造られた国の重要文化財
「渡辺翁記念会館」、沖ノ山炭鉱の守護神で、従業
員の寄付などで建立された「牛岩神社」などを巡り
ます。■旅行代金：お一人様6,700円■定員：23人
（最少催行人数15人）■申し込み方法：HPまたは
電話（㈱船鉄観光旅行社おのだサンパーク店：☎
0836-83-3275）※募集開始日および予約状況
等についてはHPをご覧ください。※申し込みの前
にHP掲載の注意事項一覧をご確認ください。

問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会：
事務局（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050　FAX0836-29-3303
　info@csr-tourism.jp
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

6月21日（木）

ハーブ教室
（畑クッキング）

時間／13:00～15:00
旬の梅を使った「さしす漬け」や梅酢を使った料理
を作ります。■持参品：エプロン、三角巾、筆記用
具、保存用瓶（1㎏位）■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：6月18日（月）
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／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

6月23日（土）

平成30年度
防府市文化協会
創立20周年記念祭

時間／13:00～16:30

明治維新150年記念事業　語り芝居「髙杉晋作と
望東尼、そして幕末・維新の防府」ほか■入場料：無
料■定員：600人
問い合わせ先／防府市文化協会
☎0835-26-6841

会場／山口市菜香亭
          山口市天花１-２-７

山口

6月23日（土）、24日（日）

市民ギャラリー
「第3回ひろまり
絵画教室展
～創造性豊かな
山口の子どもたち～」

時間／9:00～17:00
ひろまり絵画教室のみなさんによる絵や立体造形
を約200点展示します。■入場料：無料
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~saikou/
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