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山口県央連携都市圏域イベント情報

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

ポスコン?!2019
1月14日（月・祝）～2月11日（月・祝）

山陽小野田市

第10回名産品フェア
1月12日（土）～14日（月・祝）

萩市

新収蔵庫完成記念
企画展「萩博　美の
イッピン！（第2期）」 

3月3日（日）まで
津和野町

トウキョウ　
－鷗外の
住まい変遷と
その時代－

1月8日（火）～3月3日（日）

山口市

あとう雪まつり
1月27日（日）

防府市

第18回防府音楽祭
ファイナルコンサート

1月14日（月・祝）
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宇部市

突撃! ときわのサルごはん
～フサオマキザル
かしこいサルは
ごはんもすごい～

1月26日（土）
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萩

1月3日（木）まで

NPO萩まちじゅう博物館
年末年始のおもてなし

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355
時間／9:00～17:00
萩博物館内ミュージアムショップとレストランは、年
末年始も営業しています。ショップでお買い物をさ
れた方に、抽選で幕末Tシャツなどの萩博物館オリ
ジナルグッズや干支グッズをプレゼントします（毎日
30人限定）。■入場料：無料
問い合わせ先／NPO萩まちじゅう博物館事務局
☎0838-25-3177

会場／JR須佐駅前
          萩市須佐水海429-9

萩

1月3日（木）まで

ふれあいステーション
須佐イルミネーション

時間／17:30～21:00
須佐駅で毎年恒例のイルミネーションです。■料金：無料
問い合わせ先／ふれあいステーション須佐
☎08387-6-3380

会場／JR萩駅前ロータリー
          萩市椿3611

萩

1月4日（金）まで

2018萩イルミネフェスタ

時間／17:30～23:00
1925（大正14）年に建設された貴重な洋館駅で
国の登録有形文化財に登録されている「萩駅舎」
周辺で、イルミネーションの点灯が行われ、幻想的
な姿をつくり出します。 ■料金：無料
問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=900043

会場／ときわ湖水ホール　
          宇部市大字沖宇部254

宇部

1月6日（日）まで

「NORI MONOGATARI‐
UBEビエンナーレ・
アーティスト・イン・レジデンス」
夜間ライトアップ  

時間／17:00～22:00
ノリ養殖に使用した漁網や中山間地域の竹、子ども
たちから集めた古着を使って制作したインスタレー
ション作品「NORI MONOGATARI」を夜間ライト
アップ。■アーティスト名：エレナ・レデリー（イタリア
出身ノルウェー在住）■料金：無料 
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282

会場／青木周弼旧宅
          萩市南古萩町3

萩

1月14日（月・祝）まで

押花絵展「花遊」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
萩の風景をイメージした押し花絵展です。先着
100人に「しおり」をプレゼントします。萩市文化財
施設1日券（9施設共通・310円）が使えます。■料
金：100円（小学生未満は無料）
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

1月27日（日）まで

毛利博物館企画展
「正月飾り」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
毛利家伝来の「正月飾り」ほか、正月にちなんで、
福を招く吉祥の意匠が描かれた絵画や工芸品など、
毛利家伝来のめでたい品々を展示します。■営業
時間■入館料：大人700円、小中学生350円。博物
館・庭園共通：大人1,000円、小中学生500円※団
体料金（20人以上）はそれぞれの料金の10％引き
問い合わせ先／毛利博物館
☎0835-22-0001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃mouri-m/

会場／防府市文化財郷土資料館
          防府市桑山2-1-1

防府

1月27日（日）まで

明治維新150年
記念企画展
「富海の幕末維新
～海と、ともに、富海～」

時間／9:30～17:00
江戸時代の富海は陸上、海上交通の接続地、飛船
による廻船業の一大拠点でした。富海の有力な
家々に伝わる文書から、幕末維新期の富海で起き
ていた様々な事柄や人の動きを読み解きます。■
入館料：大人100円、小中学生50円※割引等適用
対象：団体（20人以上）、障がい者手帳をお持ちの
方とその介護者は無料■休館日：月曜（祝日の場合
はその翌日）　
問い合わせ先／防府市文化財郷土資料館
☎0835-25-2532　FAX0835-23-4300

萩

1月31日（木）まで

萩まちじゅう
フォトコンテスト2018

萩市内で撮影された、「美しい、美味しい、楽しい」
新魅力発見をテーマとした写真を募集します。自然
や景観、人、物産（モノ）、行事（コト）など萩市の魅力
を伝える写真を募集します。■募集作品：デジタルカ
メラ、スマートフォンなどで撮影された画像（カラー、
モノクロいずれも可、セピアや、合成・加工されたも
のは不可 ）①四つ切サイズで出力された作品（応募
票を記入の上、裏面に貼り付ける）②電子画像デー
タ（JPEG形式で10MB以内、データタイトルを応募
票タイトルに合わせる）※①および②の双方提出が
必須。■賞：①グランプリ1点 （賞状・金10万円）②地
域紹介賞10点程度（賞状・金3万円）※入賞は、原則
として1人１作品。※応募は、出力作品（写真１点ご
とに応募票を記入し裏面貼付）を郵送または持参。
電子画像データ（タイトルを応募票に揃える）は、専
用メールアドレス（photo2018@hagishi.com ）へ
お申し込みください。両方のご提出が完了すると、応
募受付となります。■応募期限：１月３１日（水）
問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  http://www.hagishi.com/news/
　detail.php?a=2018100120054369

は な   ゆ う
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会場／萩・明倫学舎
　　　インフォメーションセンター
          萩市江向602

萩

1月2日（水）

2019新春コンサート
at萩・明倫学舎
箏＆尺八ストゥリングス

時間／11：00～、13：30～（1回約45分）
萩・明倫学舎で箏や尺八による新春コンサートを開催します。新春
の明倫学舎で和楽器の生演奏をを楽しんでみませんか。演奏「ス
トゥリングス」（萩・長門を中心に、県内外で活動している箏、尺八
奏者4人のユニット）が7曲程度を演奏予定です。■料金：無料
問い合わせ先／萩・明倫学舎推進課　
☎0838-25-3569

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

4月14日（日）まで

企画展Ⅱ「文士の肖像
―林忠彦写真展」

時間／9:00～17:00
周南市出身の写真家・林忠彦の生誕100年を記念
して、中原中也と同時代の文学者の写真を中心に
展示します。■入館料：一般320円、学生210円、
70歳以上・18歳以下無料■休館日：月曜（祝日の場
合はその翌日）、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／山口情報芸術センター［YCAM］
　　　ホワイエ、スタジオB 
          山口市中園町7-7

山口

3月3日（日）まで

マーク・テ＋YCAM
共同企画展
「呼吸する地図たち」

時間／10:00～20:00
マレーシアを拠点に活躍する
演出家のマーク・テ氏を共同
キュレーターに迎え開催する
展覧会です。国際交流基金ア
ジアセンターのCondit ion 
Reportの一環として、共同主
催のもと開催します。この展覧
会では、明治維新の勃興から
150年の節目を迎えた山口の
歴史・文化を起点に、東南アジ
アと日本のアーティストたちが
それぞれの土地を「歩く」こと
により獲得してきた個人的体験や視点を現代日本の都市や地域
社会に逆照射することで新たな「地図」を描き出します。展示で
は、アーティスト自身の言葉によって語られるレクチャー・パ
フォーマンスを軸にしながら、作品展示や関連ツアーなども開催
予定です。■関連イベント：1月12日（土）18:00～19:00「ネー
ム・ロンダリング」、1月19日（土）18:00～19:00「通訳を手伝っ

問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222　FAX083-901-2216
　information@ycam.jp
□HP  https://www.ycam.jp/events/2018/
　the-breathing-of-maps/

デザイン：尾中俊介[Calamari lnc.]

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

3月3日（日）まで

新収蔵庫完成記念
企画展「萩博　美の
イッピン！（第2期）」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
開館14年目を迎えた萩博物館は
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。昨年4月
に開催した展示の第２弾です。
【ギャラリートーク】担当学芸員が
展示解説します。開始5分前までに
企画展示室入口にお集まり下さい。日時：1月13日（日）、1月26日
（土）、2月10日（日）各日14:00～■参加料：無料※ただし、入館
料は必要となります。■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■休館日：1月23日（水）～25日（金）
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htm

萩

2月15日（金）まで

萩ジオパーク
フォトコンテスト2018

あなたが思う「萩ジオパークの魅力」を１枚の写真
で教えてください。2018（平成30）年9月20日、
萩ジオパークが誕生しました。萩ジオパークを広く
多くの方に知っていただくために、萩ジオパークの
エリア萩市・阿武町・山口市・阿東地域で撮影した写
真を対象に“フォトコンテスト”を開催します。なお、
作品は各種イベントでの展示、パンフレットへの掲
載などに活用します。たくさんのご応募、お待ちし
ております! ■募集作品：【1】1年以内に応募者が
撮影した未発表の作品で、組写真、合成写真は不
可。【2】応募点数に制限はありませんが、入賞は1
人1点。【3】作品は2L～ワイド四つ切プリント。イン
クジェットプリントの場合は、フォト専用紙（A4サイ
ズ）にプリント。5ＢM以内のJpeg／Png形式の
データ提出も可。【4】作品は返却しません。【5】応
募作品に人物が含まれる場合は、応募についてそ
の人物（未成年の場合はその保護者）から許諾を得
ること。主催者は肖像権侵害等の責任は負いませ
ん。【6】作品の著作権は撮影者に帰属します。ただ
し、使用権は主催者に属し、著作権者（撮影者）は
作品の著作者人格権は行使しないものとします。
【7】入賞者は主催者が連絡した期日までに、ネガ、
ポジまたはJPEGデータを記録したCD-Rを提出し
てください。なお、提出されたネガ、ポジまたは
CD-Rの所有権は主催者に移転するものとします。
■賞：最優秀賞1点（賞金３万円もしくは同等の地元
産品）、優秀賞２点程度（賞金１万円もしくは同等の
地元産品）、入選8点程度（賞金5,000円もしくは
同等の地元産品）■申し込み方法：【郵送の場合】作
品裏面に応募票を添付し、下記まで郵送ください。
〒758-8555　山口県萩市大字江向510　萩市
ジオパーク推進課内　萩ジオパークフォトコンテス
ト係あて【直接提出される場合】作品裏面に応募票
を添付して、萩・明倫学舎本館2階にあります萩ジ
オパーク推進課までお持ちください。【データ提出
の場合】メールに添付し、geo@city.hagi.lg.jpま
で送付。なお、メール本文中に氏名、タイトル、作品
意図、住所、電話番号、E-mailアドレスを必ず記載
してください。■応募期限：2月15日（金）必着

会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

2月3日（日）まで

企画展「淡きこと水の如し
～山頭火の愛した水～」

時間／10:00～18:00
豊かな水の流れる防府で生まれ育った山頭火に
は、水に関する句や文章が数多く残されています。
それらの資料から、水に特別な思いを持ち、水のよ
うな人生を願っていた山頭火の生き方をお伝えし
ます。■入館料: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（介護人１人までを含
む）■休館日：火曜※1月1日（火・祝）は臨時開館
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/

てくれませんか?」、1月26日（土）18:00～19:00「マッピング・
カルチャー：変化の理解とマネージング」、2月9日（土）、10日
（日）、11日（月・祝）11:00～18:00「海賊スタディ」、2月23日
（土）18:00～19:00「ヒューマン・スプリング」、2月24日（日）
11:00～12:00「アジアを歩く Jalan-jalan di asia■定員：各
50席（展示は除く）■申し込み方法 :申し込みフォーム
（bm.form.ycam.jp）またはYCAM1階チケットインフォメーショ
ンにて直接お申し込み（展示は除く）■申し込み期限：定員になり
しだい■料金：無料■休館日：火曜、1月1日（火・祝）～3日（木）

問い合わせ先／萩市ジオパーク推進課
☎0838-21-7765
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/site/hagigeo/h25464.html
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会場／山陽小野田市歴史民俗資料館
          山陽小野田市栄町9-21

1月11日（金）～3月24日（日）

企画展「硫酸瓶の歴史」

時間／9:00～17:00
山陽小野田市内に残さ
れ、馴染みのある硫酸瓶
だが、その名前や用途す
ら次第に忘れられてきて
います。この企画展で硫
酸瓶がなぜ山陽小野田
市にたくさん作られるよ
うになり、一大地場産業
となったのか、その歴史
をわかりやすく紹介しま
す。■内容：①日本におけ
る硫酸と硫酸瓶製造のはじまり、②日本舎製造会
社、③ドイツ瓶、初期の硫酸瓶、④硫酸瓶の特徴、⑤
硫酸瓶の生産高、⑥皿山で焼かれていたもの、⑦硫
酸瓶のある風景■入場料：無料■休館日：月曜、1月
15日（火）、2月12日（火）、3月21日（木・祝）

山陽
小野田

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.sanyo-onoda.lg.jp/site./rekimin/

会場／森鷗外記念館
 

1月8日（火）～3月3日（日）

トウキョウ　
－鷗外の住まい
変遷とその時代－

時間／9:00～17:00
鷗外は10歳で津和野を離れてから、向島に始まり
千駄木・観潮楼に至るまで、東京でのその住まいを
数回移しています。今回の企画展では、鷗外の住
居の変遷とともに、日記などを紐解きながら、その
時代の東京を絵図や写真などから振り返ります。■
入館料：一般600円、中高生400円、小学生250円
■休館日：月曜（祝日の場合はその翌日）
問い合わせ先／森鷗外記念館
☎0856-72-3210
□HP  http://www.town.tsuwano.lg.jp/shisetsu/ougai.html

津和野

会場／防府市文化財郷土資料館
          防府市桑山2-1-1　
時間／13:30～15:30
富海史談会の出穂稔朗氏と元龍谷大学教授の児
玉識氏の富海の幕末維新についての講演です。■
受講料：無料（入館料は別途必要） 
問い合わせ先／防府市文化財郷土資料館
☎0835-25-2532

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

1月4日（金）～5月6日（月・振休）

昔のくらし展示「大・台所展」

時間／9:00～17:00（入館は16:31まで）

問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001
□HP  http://c-able.ne.jp/̃yrekimin/

台所は、建物のなかで食物を調理する場所です。大昔
から現代まで人々のくらしを支えてきました。調理に
欠かせない火と水を使うための技術は、時代によって
大きな違いがあります。台所の様子をみることは、時
代を理解することといってよいかもしれません。本展
示では、火と水を使う場所のうつりかわりや、台所で
使われていた昔の道具について紹介し、台所の魅力
について迫ります。■料金：一般100円、70歳以上・
18歳以下・障がいがある方および同行の介護人は無
料■休館日：月曜（祝日の場合はその翌日） 

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

1月4日（金）～2月11日（月・祝）

2019年を漢字一字で
表す書道展

時間／9:00～17:00
山口市菜香亭では、書を通して近代日本の歴史を子ど
もたちが未来へ繋げていくことを願い、「2019年を漢
字一字で表す書道展」を初開催します。新年2019年
の目標、決意、または、2019年はこうなってほしいな
ど、2019年を漢字一字で表現した書を市内小学生よ
り募集し、優秀な作品を表彰展示します。■料金：大人
100円、小人50円（含大広間観覧）■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/news/
　news-syoboshu.html

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

1月6日（日）～1月28日（月）

植物イラスト年賀状展

時間／9:00～17:00
公募した植物に関するイラストの年賀状を展示しま
す。■料金：無料■休館日：火曜  
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／牟礼公民館ほか
          防府市江泊1802-1

防府

1月11日（金）

第18回防府音楽祭
オープニング
街角コンサート

会場／市内各所

萩

1月10日（木）～3月31日（日）

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）を使って、まち歩きを
お楽しみください! ■パスポート配布場所：萩市観光
協会、萩市役所観光課、萩温泉旅館協同組合、東
萩駅観光案内所、市内道の駅、協賛施設など 
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

時間／10:00～ 
10:00～牟礼公民館、11:00～英雲荘、12:00～
防府市役所議会棟議場、13:00～サンライフ防府、
14:00～桑陽病院、15:00～天神ピア、16:00～ア
スピラート市民スペース。防府音楽祭ゲスト奏者が
防府の街を音楽と共に巡ります。■料金：無料 
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5151（アスピラート）
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃aspi-111/

防府

1月6日（日）

明治維新150年
記念企画展
「富海の幕末維新
～海と、ともに、富海～」
講演会 
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幼少の頃から英才の誉れが高かった、幕末の教育者・吉田
松陰先生の御神徳にあやかろうと、合格祈願に多くの受験
生で賑わいます。祝詞をあげ受験生たちの合格を祈願しま
す。個人祈願も受け付けています。■観覧・参拝料：無料

会場／松陰神社
          萩市椿東1537

萩

1月14日（月・祝）

松陰神社勧学祭

時間／11:00～ 

時間／10:00～17:00
恒例のポストカードのコンテスト「ポスコン?!」。ハガキサイズで表
現できるものなら、「言葉」「絵画」「写真」など、ジャンル・手法は問
いません。応募作品はすべて芸術村ギャラリーで展示するほか、優
秀作品にはポスコン賞をはじめ様々な賞を用意しています。■参加
料：無料■申し込み方法：郵送■募集期限：1月12日（土）必着
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村事業企画課
〒754-0511　山口県美祢市秋芳町秋吉５０
☎0837-63-0020
　info@aiav.jp
□HP  http://aiav.jp/event/6038.html

会場／防府市地域交流センター（アスピラート）
　　　3階音楽ホール
          防府市戎町1-1-28

防府

1月13日（日）

第18回防府音楽祭
わくわく夢の響演コンサート

時間／14：00～
第1部は防府市出身の箏奏者・山野安珠美と尺八奏者・石垣征山が
新しい邦楽の世界をお届けします。第2部は金管五重奏の楽しいス
テージ、第3部はバレエ組曲「くるみ割り人形」を合唱バージョンに
し、防府少年少女合唱団が歌います。「お菓子の世界で繰り広げら
れる物語」をお楽しみください。■料金：一般2,500円（指定席）

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

1月13日（日）

企画展Ⅱ「文士の肖像
―林忠彦写真展」展示解説
～文士篇～ 

時間／14:00～14:30
周南市出身の写真家・林忠彦の生誕100年を記念して、
中原中也と同時代の文学者の写真を中心に展示します。
学芸員の解説を聞きながら鑑賞しましょう。■入館料：一
般320円、学生210円、70歳以上・18歳以下無料
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／防府市内カフェ同盟加盟店舗

防府

1月12日（土）～3月3日（日）

ほうふカフェ同盟×
華城（はなぎ）春菊
限定カフェメニュー2019

会場／秋吉台国際芸術村ギャラリー
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

1月14日（月・祝）～2月11日（月・祝）

ポスコン?!2019 
会場／山陽小野田子育て支援センター
　　　スマイルキッズ
          山陽小野田市くし山1-4-3

1月12日（土）

ベビスマフェスタ

時間／10:00～15:00
ベビスマフェスタは、山陽小野田市在住
の子育て世代のママたちが、市と共同
で企画したイベントです。保護者とお子
さんが楽しめる企画が盛りだくさん！ パ
パやママだけでなく、おじいちゃん、お
ばあちゃんとの参加も大歓迎です。先
着200人に風船プレゼント！　■ハンド
メイドマルシェ（10:00～15:00）■
おひるねアート（①11:15～12:30、②
12:30～13：45、各回先着15組、未就学児と保護者）※当日会場で
各回の開始時間10分前に整理券を配布■子育て情報コーナー※
会場には遊具や授乳室があります。■料金：入館・参加いずれも無料
問い合わせ先／山陽小野田市子育て支援課
☎0836-82-1175

山陽
小野田

会場／おのだサンパーク
          山陽小野田市中川6-4-1

1月12日（土）～14日（月・祝）

第10回名産品フェア

時間／9:30～18:00（最終日は17:00まで）
山陽小野田市をはじめ山口県内の名産品の販売や屋台グル
メなど約50店舗が出店します。ガラポン抽選会などの日替
わり企画も予定していますので、お楽しみに！ ■入場場：無料
問い合わせ先／山陽小野田観光協会
☎0836-82-1313
□HP  http://www.sunpark.co.jp/index.html

山陽
小野田

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

問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055

毎月、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

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

1月14日（月・祝）

秋吉台エコツアー
秋吉台山焼き火道づくり

時間／9:00～13:30
秋吉台の原風景「ドリーネ畑」の景観保全のため、山焼き
時に火や風が通り易くなるように草木を刈ります。■参加
料：1,500円■定員：20人（最少催行人数10人）■申し
込み方法：電話またはHP■申し込み期限：1月9日（水）

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/

2,000円（自由席）、高校生以下500円（自由席）（当日各500円高、
財団会員各500円引）※3歳児未満は入場できません。■チケット販
売所：アスピラート、防府市公会堂、山口情報芸術センター、C・S赤れ
んが、周南市文化会館、チケットぴあ、ローソンチケット

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

1月13日（日） 

おいでマルシェ

時間／9:00～15:00

防府市にあるカフェが協力して、まちの魅力を発信している「ほうふ
カフェ同盟」と防府市華城地区を中心に生産されている「華城春菊」
とのコラボレーション企画です。「華城春菊」は、葉先が丸くてギザギ
ザの切れ込みが少ない「大場春菊」という品種で、肉厚さややわらか
さ、アクの少なさという面で生食に向いています。このたびほうふカ
フェ同盟加盟店が、華城春菊の魅力をカフェメニューとして引き出し、
期間限定で提供します。■料金・休館日・定員：店舗によって異なる
問い合わせ先／防府市観光資源活性化協議会
（事務局：一般社団法人防府観光コンベンション協会）
☎0835-25-2148
□HP  http://hofu-cafe.net　fb:https://www.
　facebook.com/cafe.league
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会場／渡辺蒿蔵旧宅
          萩市江向5

萩

1月20日（日）～27日（日）

手作りたこの展示

時間／9:00～16:30

問い合わせ先／春日神社
☎0835-38-1185
□HP  https://visit-hofu.jp

会場／ときわ公園東駐車場
          宇部市大字沖宇部254

宇部

1月20日（日）

ときわ公園フリーマーケット

時間／8:00～14:00 ※雨天中止
問い合わせ先／ときわ公園フリーマーケット事務局　
☎080-2884-0270

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

1月19日（土）、2月10日（日）、3月3日（日）

企画展「硫酸瓶の歴史」
学芸員による
ギャラリートーク

時間／13:30～（15分程度）
山陽小野田市歴史民俗資料館の学芸員が講師となっ
て、ギャラリートークを開催します。■聴講料：無料

飛上り地蔵尊由来碑、常盤池本土手の碑、蒸枠記念碑、常盤池の碑、常
盤神社碑を巡ります（約2km）。※少雨決行■料金：無料■定員：先着
40人■申し込み方法：電話またはFAX■申し込み期限：1月18日（金）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551　ＦＡＸ0836-51-7205

会場／山口市民会館大ホール
          山口市中央2-5-1

山口

1月19日（土）

第23回ニューイヤー
バンドフェスティバル2019

時間／10:00～16:00
吹奏楽をおこなっている小中高大生と社会人の団体が日頃の練習の
成果を発表します。クラシックからポピュラー音楽まで演奏し、来場者
にも聴き応えのある新年の演奏会です。■料金：無料■定員：1,500人
問い合わせ先／山口市民会館
☎083-923-1000
□HP  http://yamaguchi-civichall.com/

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

1月17日（木）

ハーブを楽しむ会
「アロマの匂いに誘われて」

時間／13:00～15:00
インフルエンザ・風邪予防スプレー、保湿クリーム（リップクリーム・
ハンドクリームなど）を作ります。■持参品：エプロン、三角巾、タオ
ル、筆記用具■料金：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：1月14日（月・祝）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@gmail.com

萩

1月19日（土）～2月28日（木）

アート盆栽展

問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5151（アスピラート）
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃aspi-111/

会場／防府市文化福祉会館
          防府市緑町1-9-2

防府

1月20日（日）

「家庭の日」
親子ふれあいイベント

時間／10:30～14:30

日本のお正月の伝統行事である「たこあげ」の手作り
たこを展示します。歴史ある渡辺蒿蔵旧宅とともにお
楽しみください。作者：久保田勝一さん。■料金：無料
問い合わせ先／NPO萩観光ガイド協会
☎0838-25-3527

今年度制作30周年を迎える合唱組曲「佐波川」を歌うとと
もに、箏と尺八が、ふるさとの川「佐波川」を奏でます。また、
この音楽祭でもお馴染みのチェロ奏者、広田勇樹による「ロ
ココ風の主題による変奏曲」、そして最後は、ドヴォルザーク
の交響曲第9番「新世界より」で締めくくります。■料金：一
般3,000円（指定席）　2,500円（自由席）、高校生以下
500円（自由席）（当日各500円高、財団会員各500円引）
※未就学児は入場できません。■チケット販売所：アスピ
ラート、防府市公会堂、山口情報芸術センター、C・S赤れん
が、周南市文化会館、チケットぴあ、ローソンチケット

時間／9:50～12:00

会場／ときわ公園正面入口集合
          宇部市大字沖宇部

時間／14：00～

暦の上でもっとも寒い日とされる大寒の日に、冷水につ
かって心身を清め、無病息災を祈る行事です。タオルを持参
すれば誰でも参加できます（当日申し込みです。詳しくは春
日神社HPを御覧ください）。0度近い水の中でみそぎが終わ
ると「温かいあめ湯」などのもてなしがあり、思わず顔もほこ
ろびます。■観覧料：無料（参加する場合は初穂料1,000円）

宇部

1月19日（土）

てくてくときわ公園
「石に刻まれた字から
宇部の歴史を知ろう」

会場／春日神社
          防府市大字牟礼1354

防府

1月20日（日）～22日（火）

大寒みそぎ

時間／6:30～、18：00～の2回

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.sanyo-onoda.lg.jp/site./rekimin/

会場／渡辺蒿蔵旧宅
          萩市江向5
時間／9:00～16:30
本物の花・木にそっくりなアート盆栽を渡辺蒿蔵旧宅で展示
します。路の傍らにひっそりと咲く野花をアーティスティック
に創り上げた作品は、“ホンモノ”を彷彿とさせます。明治中
期の歴史的建造物に調和する手づくりの作品をご覧くださ
い。作者：岡野芳子（日本手工芸指導協会師範）■料金：無料
問い合わせ先／NPO萩観光ガイド協会
☎0838-25-3527

会場／防府市地域交流センター（アスピラート）
　　　3階音楽ホール
          防府市戎町1-1-28

防府

1月14日（月・祝）

第18回防府音楽祭
ファイナルコンサート

問い合わせ先／松陰神社
☎0838-22-4643
□HP  http://www.hagishi.com/search/
　detail.php?d=900001
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問い合わせ先／山口市小郡文化資料館
☎083-973-7071
□HP  http://www.cmogori.ec-net.jp

会場／公立大学法人山陽小野田市立
　　　山口東京理科大学7号館711教室
          山陽小野田市大学通1-1-1
時間／13:30～16:00
笑顔で年を重ねるためにできること
は? 健康で長生きするためにできるこ
とは？ 今日からできる役立つ知恵をあ
なたにお伝えします。■内容：13:50～
講演1「医師に聞きにくい薬の話～知っ
て安心!薬と上手に付き合うコツ～」講
師：上村直樹（東京理科大学薬学部教
授）■14:50～講演2「健康づくりのた
めに運動はかかせない!?」講師：大庭
尚子（山口東京理科大学共通教育セン
ター講師）■15:15～パネルディスカッション「笑顔で年を重ねていく
ために～健康で長生きのまちづくりに向けて～」パネリスト：上村直樹
（東京理科大学薬学部教授）、武田健（山口東京理科大学薬学部部
長）、西村公一（小野田医師会長）、藤田剛二（山陽小野田市長）※無
料託児あります。1月11日（金）まで要申し込み。※手話通訳・要約筆
記あります。■聴講料：無料■託児の申し込み方法：電話またはＦＡＸ
問い合わせ先／山陽小野田市健康増進課
☎0826-71-1817　ＦＡＸ0826-73-1999

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

1月26日（土）

突撃! ときわのサルごはん
～フサオマキザル　
かしこいサルは
ごはんもすごい～

時間／13:00～14:00
フサオマキザルの生態
や行動などのお話と、
野生での暮らしに基づ
くスペシャルなエサの
プレゼント。■料金：無
料■定員：先着10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

会場／大照院
          萩市大字椿4132

萩

1月26日（土）

文化財防火デー

時間／9:30～10:30
1月26日は「文化財防火デー」です。萩市では、保存修理
工事が完了した毛利家の菩提寺の一つである大照院に
おいて、放水による消火や消火器による初期消火訓練、
避難誘導、文化財搬出の体験を行います。■観覧料：無料
問い合わせ先／萩市文化財保護課
☎0838-25-3238

会場／防府市青少年科学館（ソラール）
          防府市寿町6-41
時間／9:30～17:00（入館は16：30まで）
交流電流システムの生みの親。セルビアの天才発明家ニ
コラ・テスラ展を本邦初公開で開催します。彼の発明した原
理を使った放電実験装置や貴重な模型などの展示をしま
す。■入館料：無料■休館日：月曜（祝日の場合は次の平日）
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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

1月26日（土）

お花や多肉植物で
ケーキを作ろう！

時間／①10:00～12:00、②13:30～15:30
バレンタインデー用ミニオ
ブジェをつくってプレゼント
しよう!■講師：宇多田正之
（ウタダガーデンクラフ
ターズ、LITOFU）■料金：
3,000円■定員：各先着15
人■申し込み方法：電話ま
たはFAX■申し込み期間：
1月4日（金）～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）
☎0836-37-2888　FAX0836-37-2889

会場／山口市小郡文化資料館
　　　「ふるさとの歴史展示室」
          山口市小郡下郷609-3

山口

1月26日（土）～3月17日（日）

企画展「地下から
よみがえる小郡」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
地下には遺跡という形で現代までの人類の遺跡が残っています。
小郡における遺跡の発掘調査は1928（昭和3）年以降、近年も行
われています。本企画展では、小郡の地下に残された人類の痕跡
を紹介し、現在にいたるまで町がどのように発達していったのか
を探ります。■料金：無料■休館日：月曜（祝日の場合はその翌日）

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

1月23日（水）

ハーブ公開講座「ハーブ・
スパイスなどを飾った
ショートケーキをつくり
楽しみましょう！」

時間／①10:00～12:00、②13:30～15:30
■持参品：筆記用具、工作用はさみ■料金：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：1月4日（金）～18日（金）
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／十種ヶ峰スキー場
          山口市阿東嘉年下

山口

1月27日（日）

あとう雪まつり

時間／9:00～15:00
阿東地区の十種ヶ峰（とくさがみね）で行われる雪のイベントです。
雪像づくりやスキー講習会など、子どもから大人まで楽める催しが用
意されています。■料金：１人500円（昼食代含む）■定員：歩くス
キー講習会、スキー（アルペン）講習会各20人■申し込み方法：HP
問い合わせ先／阿東地域交流センター
☎083-956-0116
□HP  http://yamaguchi-city.jp/calendar/
　winter2.html#winter04

萩

1月27日（日）

萩・明治維新150年祭
幕末の長州砲
3分の1サイズの
再現鋳造実験

山陽
小野田

1月26日（土）

健康で長生きの
まちづくりフォーラム
～スマイルエイジング 
in 山陽小野田

防府

1月26日（土）～3月3日（日）

ソラール開館20周年記念
特別展「ニコラ・テスラ展～
エジソンのライバルと
言われたセルビアの
天才発明家～」

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」とし
ています。防府市では、「家庭の日」運動
を推進するため、山口短期大学（プロジェ
クトチームちゃすむんき～）との協働によ
り、「家庭の日」親子ふれあいイベントを開
催します。
～1月の内容～◎お正月遊び◎やまたんシ
アター（絵本の読み聞かせ）■入場料：無料
問い合わせ先／防府市教育委員会教育部生涯学習課　
☎0835-23-3015
　manaboya@c-able.ne.jp
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
　soshiki/39/kateinohi-oyakofureai.html
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会場／萩市内の文化財施設

萩

2月3日（日）～4月3日（水）

萩城下の古き雛たち

時間／9:00～17:00
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
財施設などで展示します。萩では暦が新暦となってから
も雛祭りを4月3日に祝うのが習慣となっていますが、8
月1日の八朔（はっさく）の日を祝う行事も盛んで、八朔
雛である土人形も展示します。萩の歴史の中で大切に
受け継がれたお雛さまの移り変わりを、どうぞごゆっく
りお楽しみください。■入館料：施設によって異なる
問い合わせ先／萩城下の古き雛たち実行員会（萩市観光課内）
☎0838-25-3139
□HP  http://hagishi.com/search/detail.php?d=900004

会場／伊藤博文別邸
          萩市椿東1511-1

萩

2月3日（日）～4月3日（水）

萩人形展

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」を伊藤博文別邸において展示し
ます。萩人形とは、針金、綿、布を用い、すべて手作
りで制作された高さ約12㎝の日本人形です。今年
は、「山口ゆめ花博」で出展した「夏みかんの収穫風
景」と「巫女の舞」を展示します。■入館料：100円
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=900060

会場／ときわ動物園　アルパカ展示場前
          宇部市則貞3-4-1

宇部

2月2日（土）

動物おたんじょう会

時間／14:00～
2月生まれのアルパカのソニアをお祝いしましょう。
※同じ誕生月の参加者にはオリジナル缶バッジをプ
レゼント! ■料金：無料（動物園入園料が別途必要）

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

2月3日（日）

おいでマルシェ

時間／9:00～15:00

毎月、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

2月2日（土）、3日（日）

イスラエル・ガルバン＋
YCAM 新作ダンス公演
「Israel＆イスラエル」

時間／2日（土）：19：00～
　　　3日（日）：15：00～
スペインを拠点に活躍するダンサーのイスラエル・ガル
バンとYCAMのコラボレーションによる新作ダンス作品
を発表する公演です。イスラエル・ガルバンは、フラメン
コに次々と新しいテーマを持ち込み、天才の名を欲しい
ままにしてきたダンサー・振付家です。今回発表する作
品は、新しい身体表現の可能性を追求してきたYCAM
との2年におよぶ実験によって生まれる新作ダンス作品
となります。公演当日は、公演鑑賞者を対象に、公演開
始45分前から直前レクチャー「もっと楽しいフラメン
コ」、公演後のトークを行います。■料金：【前売り】一般
3,000円、any会員・特別割引2,500円、25歳以下
1,500円【当日】一律4,000円※特別割引は、65歳以
上、障がい者および介護の同行者1人が対象■応募要
件：未就学児入場不可※託児サービスあり（有料）1月
26日（土）までにチケットインフォメーションへ要申し込
み■チケット販売所：窓口・電話 山口市文化振興財団チ
ケットインフォメーション ☎083-920-6111（休館日を
除く10:00～19:00）／HP www.ycfcp.or.jp（24時
間受付）／セブンチケット セブンコード 068-522
問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222　FAX083-901-2216
□HP  https://www.ycam.jp/events/2019/
　israel-and-israel/

撮影：新津保健秀

会場／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

1月27日（日）

アーティスト・イン・
レジデンス
trans_2018-2019
オープンスタジオ 

時間／14:00～16:00
1月から3月の65日間、国内外の6組8人のアー
ティストが芸術村に滞在し、「この土地の未来」を
テーマに創作活動を行うとともに、様々な地域交流
に取り組みます。その滞在期間中のアーティストの
制作スタジオを公開します。英語通訳もありますの
で、ぜひ遊びに来てください。■参加料：無料
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村事業企画課
☎0837-63-0020
　info@aiav.jp
□HP  http://aiav.jp/event/6042.html

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

2月2日（土）、3日（日） 

秋吉台エコツアー
竹炭・柿炭づくりと
柿園整備

時間／8:15～15:00
■火入れ→炭化→精錬→火口・煙道閉鎖→窯出し
までを2日間かけて行います。竹酢・木酢液も採取
します。■参加料：9,500円■定員：5人■申し込み
方法：電話またはHP■申し込み期限：1月28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／萩ガラス工房　駐車場
          萩市椿東1189-453
時間／9:00～15:00
幕末期の技術者・職人達がいかに苦労し、長州砲を
造り上げたかを、体験していただくため、当時の鋳造
手法に従って幕末の長州砲1/3サイズの再現鋳造
実験を行います。■料金：無料※雨天の場合は、2月
７日（木）に開催 
問い合わせ先／萩ガラス工房
☎0838-26-2555

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551
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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）

2月12日（火）～14日（木）

山陽オート本場開催

時間／10:00～17:00
普通開催レースが、3日間にわたって開催されま
す。開催中は、各種イベントを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／山陽オートレース場
☎0836-76-1115
□HP  http://www.sanyoauto.jp/

会場／海眺の宿あいお荘
          山口市秋穂東768-13

山口

2月13日（水）

山口市南部地域特産品
開発フォーラム

時間／14:00～16:00
山口市南部地域で地域資源（農水産物や地元商工
業者の技術）を活用し農商工関係者の連携によっ
て開発された新たな特産品について、取組事例の
発表や試食会を行います。■料金：無料
問い合わせ先／山口県央商工会
☎0836-65-2129

萩

2月16日（土）～3月21日（木・祝）

萩・椿まつり

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

2月9日（土）、10日（日）

菜香亭市民ギャラリー
「コッコのたまご展in山口」

時間／10:00～17:00

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

会場／秋芳洞ふれあい広場
          美祢市秋芳町秋吉

美祢

2月10日（日）

出張萌えサミット2019
in 秋芳洞

時間／10:00～16:00
アイドルグループや声
優、コスプレイヤーな
ど、サブカルチャーを
メーンとしたイベント
が盛りだくさんの「萌
えサミット」が、2019
年も美祢市秋芳洞に
やってきます!
問い合わせ先／
萌えサミットin秋芳洞実行委員会
☎0837-52-1532
□HP  https://karusuto.com/

会場／防府市立防府図書館研修室
          防府市栄町1-5-1 ルルサス防府3階

防府

2月7日（木）、14日（木）、
21日（木）、28日（木）

図書館ボランティア養成講座

時間／13:30～15:00
図書館ボランティアについて、興味はあるけど内容が想像
できないという方、すでにボランティア活動中の方、どち
らも対象の講座と実習を展開します。1回だけの受講も
OKです。■2月7日（木）：図書館友の会でできること（講
師：田澤明子）■2月14日（木）：よみきかせ基本の基～子ど
もに本を手渡すためにpartⅦ～（講師：河井律子）■2月
21日（木）：学校図書館の図書館活動とボランティア（講
師：梅本恵）■2月28日（木）：図書館ボランティア活動に役
立つ図書館制度の基礎知識（講師：森川信夫）■受講料：無
料■定員：各先着40人■申し込み方法：はがき・FAX・来館
のいずれか。電話不可。①住所②氏名（ふりがな）③電話
番号を明記※来館の場合は受付に申込用紙あり
問い合わせ先／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／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

2月9日（土）～4月14日（日）

毛利博物館企画展「お雛さま」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）

時間／①10：30～12：00
　　　②13：30～15：00

“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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

2月4日（月）

カカオの真実、五感で体験
～カカオで美容と健康を
手に入れるには～

ショコラティエと一緒にカカオの魅力を知ろう!　■講師：赤木彩乃
（Patisserie&Cafe tete）■料金：1,500円■定員：各先着20人■申し
込み方法：電話またはFAX■申し込み期間：1月4日（金）～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）　
☎0836-37-2888　FAX0836-37-2889

会場／山口県央商工会阿知須支所周辺・
　　　阿知須商店街・いぐら造りの街並み周辺
          山口市阿知須3425周辺

山口

2月7日（木）～11日（月・祝） 

阿知須のひなもんまつり＆
ぷち街角ギャラリー

時間／9:30～15:30
いぐら造りの町並みと商店街において、地域の方々と協力しながら
既存店舗や空き店舗、民家、公民館等に阿知須の「ひなもん」、和
紙人形、絵手紙、手作り小物等の手作りアート作品を展示します。
期間中、日替わりイベントを行います。真冬の中、阿知須らしいあた
たかいお接待で皆さまにおもてなしをいたします。■料金：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://yamaguchi-city.jp/calendar/
　winter2.html#winter04

会場／天神町銀座商店街
          防府市天神1-6-37
　　　ルルサス防府
          防府市栄町1-5-1

防府

2月3日（日）

冬の幸せますフェスタ
第14回鍋－1グランプリ

時間／11:00～14:00
天神町銀座商店街およびルルサス防府を会場に「冬の幸せます
フェスタ第14回鍋－1グランプリ」を開催します。来場者の投票に
よって決定するグランプリを目指し、各団体が趣向を凝らしたオリ
ジナル鍋で勝負を挑みます。リピーターも多く、毎年大勢の来場者
で賑わう新春の恒例イベントです。■料金：鍋によって異なる 
問い合わせ先／鍋－1グランプリ実行委員会まちづくり防府（天神ピア内）
☎0835-22-4930
□HP  http://www.h-c.or.jp/

山口県立大学SCC（桜畠クリエイターズクラブ）のみなさん
による平面・立体作品を約50点展示します。■料金：無料
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会場／宇部市文化会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

3月26日（火）

マンスリー古典芸能
～第3弾～
春風亭一之輔独演会

時間／18:00～
若手落語家の中でも圧倒的な人気・実力を兼ね備
えた春風亭一之輔の公演をお見逃しなく! ■料金：
一般3,000円、大学生以下2,000円■チケット販
売所：宇部市文化会館など
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355
　info@ube-bunzai.jp
□HP  http://ube-bunzai.jp/info/5395/

会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1
　　　防府市まちの駅うめてらす
          防府市松崎町1-20

防府

2月17日（日）～3月3日（日）

梅まつり

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

会場／山陽小野田市中央図書館
          山陽小野田市栄町9-13

2月22日（金）

企画展「硫酸瓶の歴史」
講演会

時間／13:30～15:00
元梅光学院大学教授の渡辺一雄さんを講師に迎え、講演
会を開催します。■演題：「小野田の窯業～須恵器生産と硫
酸瓶製造～」■定員：先着80人■聴講料：無料■申し込み
方法：電話（9：00～17：00）※月曜、2月12日（火）は休館
日のため受付不可■申込期間：２月８日（金）～２１日（木）

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.sanyo-onoda.lg.jp/site./rekimin/

山陽
小野田

山口

2月16日（土）、17日（日）

地点 演劇公演
「忘れる日本人」

時間／16日（土） 19：00～
　　　17日（日） 15：00～
注目の若手作家・松原俊太郎と、京都を拠点に活動する劇団・
地点がタッグを組み制作された話題作「忘れる日本人」。周防
大島出身の民俗学者である宮本常一の著作『忘れられた日本
人』をモチーフに、震災以降の日本社会に対する痛烈な批判
でありながら、死者とともにあること、忘却についての哲学的
論考を含む意欲作です。昨年の春に初演され、地点の新境地
を拓く作品として高く評価された本作が満を持してYCAMに
登場します。※16日（土）公演終了後、ポストトークあり。■料
金：【前売り】一般3,000円、any会員・特別割引2,500円、25
歳以下1,500円、高校生以下1,000円【当日】一律3,500円
※特別割引は、65歳以上、障がい者および介護の同行者1人
が対象■応募要件：未就学児入場不可※託児サービスあり
（有料）2月9日（土）までにチケットインフォメーションへ要申
し込み■チケット販売所：窓口・電話 山口市文化振興財団チ
ケットインフォメーション☎083-920-6111（休館日を除く
10:00～19:00）／HP www.ycfcp.or.jp（24時間受付）／
セブンチケット セブンコード 070-129／チケットぴあ Pコー
ド 490-418／ローソンチケット Lコード 62413
問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222　FAX083-901-2216
□HP  https://www.ycfcp.or.jp/event_item.php?page=264

Photo:松見拓也

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

2月17日（日）

秋吉台エコツアー
秋吉台山焼き火入れ

時間／8:00～13:00
秋吉台の山焼きの火入れ作業を行い、台上に覆い
茂った草木を焼き払います。※希望者は事前に行
われる火道切り・火道づくりのツアーに必ず1回以
上ご参加ください。■参加料：2,000円■定員：20
人（最少催行人数10人）■申し込み方法：電話また
はHP■申し込み期限：2月12日（火）
問い合わせ先／秋吉台地域エコツーリズム協会
☎0837-63-0055
　mine-geo@city.mine.lg.jp
□HP  http://www.akiyoshidai-ecotour.org/home

会場／笠山椿群生林
          萩市越ヶ浜
時間／10:00～15:30
萩市笠山虎ヶ崎にある椿群生林で
は、約10haの敷地に約25,000
本のヤブツバキが可憐な花を咲か
せ、例年2月中旬～3月下旬頃に
見頃を迎えます。色鮮やかに咲き
乱れるヤブツバキの見頃にあわせ
て、群生林内で「萩・椿まつり」が
開催されます。ステージイベント
や抹茶席などのほか、3月１６日
（土）には小学生対象の参加型ナ
ゾ解きイベント「カサヤマトレジャー」を初開催します。■駐車料：
期間中の土・日・祝は300円（平日は無料）
問い合わせ先／萩・花ごよみ実行員会（萩市観光課内）　
☎0838-25-3139
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=900005

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

萩

2月28日（木）

萩往還
ワンデーウォーク2019

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。■佐々
並コース（20.3㎞）[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（いっしょうだに）の石畳～
乳母（うば）の茶屋～悴坂駕籠建場跡（かせがさかか
ごたてばあと）～涙松跡～唐樋札場跡（からひふだば
あと）～菊屋横町～中央公園■明木コース（11.3㎞）
[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　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■
参加料：1,000円（高校生以下・75歳以上は無料）※
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。※小学生以上
（小学生は保護者同伴）■申し込み方法：市民体育館、
市役所総合案内、各総合事務所地域振興部門、各公
民館備え付けの参加申込書（郵便振替用紙付き）に必
要事項を記入し、参加料を添えて、市民体育館または
ゆうちょ銀行、郵便局（手数料は自己負担）で申し込み
■申し込み期限：2月28日（木）
問い合わせ先／萩市スポーツ振興課
☎0838-25-7311
□HP  http://www.oidemase.or.jp/
　tourism-information/spots/16363


	ナナシマチ_1901_00.pdf
	ナナシマチ_1901_01.pdf
	ナナシマチ_1901_02.pdf
	ナナシマチ_1901_03.pdf
	ナナシマチ_1901_04.pdf
	ナナシマチ_1901_05.pdf
	ナナシマチ_1901_06.pdf
	ナナシマチ_1901_07.pdf
	ナナシマチ_1901_08.pdf
	ナナシマチ_1901_09.pdf

