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会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

2月11日（月・祝）まで

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」を初開催しました。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ています。■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／秋吉台国際芸術村ギャラリー
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

2月11日（月・祝）まで

ポスコン?!2019

時間／10：00～17：00
毎年好評を得ているポストカードのコンテスト「ポス
コン?!」。応募作品すべてを芸術村ギャラリーに展示
しています。来場者の投票で決定する観客賞の締め
切りは展示最終日まで。あなたの一押しの作品は?
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/6038.html

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。5MB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

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

会場／渡辺蒿蔵旧宅
          萩市江向5

萩

2月28日（木）まで

アート盆栽展

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■休館日：水曜
問い合わせ先／NPO萩観光ガイド協会
☎0838-25-3527

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

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

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

防府

3月3日（日）まで

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～」

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／山口情報芸術センター［YCAM］
　　　ホワイエ、スタジオB 
          

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Condition Reportの一環として、共同
主催のもと開催しています。この展覧会では、明治維新の
勃興から150年の節目を迎える山口の歴史・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

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

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分前に企画展示室入口にお
集まりください。日時：2月10日（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：無休
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デザイン：尾中俊介［Calamari lnc.］

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  http://www.ycam.jp/events/2018/
　the-breathing-of-maps/

会場／防府市内カフェ同盟加盟店舗

防府

3月3日（日）まで

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

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

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

3月17日（日）まで

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

宇部

3月17日（日）まで

「描いちゃお! 
うべの彫刻 2018」作品展

時間／9：00～17：00
宇部市内の小学生以下の子どもたちを対象に「あな
たの好きな野外彫刻」をテーマに募集した絵画作品
の展示■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／山陽小野田市歴史民俗資料館
          山陽小野田市栄町9-21

3月24日（日)まで

企画展「硫酸瓶の歴史」

時間／9:00～17:00
山陽小野田市内で見
かける、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
は硫酸瓶がなぜ山陽
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
分かりやすく紹介し
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、2月12日（火)、3月21日（木・祝)
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/
　ryusanbin,jtml/

山陽
小野田

会場／市内各所

萩

3月31日（日)まで

萩まちじゅう味めぐり・
萩温泉郷湯めぐり
キャンペーン

萩のグルメ・日帰り温泉・観光情報・イベント情報など、冬の
萩の情報が満載の「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! ■お
得に味わう! 萩まちじゅう味めぐり：飲食店やカフェ、お土産
店などを28店舗ご紹介。パスポートについている「味めぐ
りクーポン」を利用すると、割引や食後のドリンクサービス
など、お得な特典があります! ■お得に温もる! 萩温泉郷湯
めぐりキャンペーン：萩温泉郷の日帰り温泉施設を7施設ご
紹介。パスポートについている「萩温泉郷湯めぐりクーポ
ン」を利用すると、入浴料金が割引になります! ■お得に楽
しむ! 観光施設等割引クーポン：萩・明倫学舎や萩博物館、松
陰神社宝物殿 至誠館、また3月1日～運航開始の萩八景遊
覧船で利用できるクーポンがついています。■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

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／9:00～18:00
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、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／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

5月6日（月・振休）まで

昔のくらし展示「大・台所展」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
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。台所の様子を見

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
フェイスブック：https://www.facebook.com/cafe.league

「地図」を描き出します。会場では、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、映像作品やドキュメント映像などを合わせて展示しま
す。■料金：無料■休館日：火曜■定員：50席(展示はのぞ
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
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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/

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た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。2月3日（日）の前売券は
完売しました。当日券については公演当日10:00以降
に、チケットインフォメーション（☎083-920-6111）ま
でお問い合わせください。■応募要件：未就学児入場不
可※託児サービスの申し込みは終了しました。■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
ンイレブンセブンコード 068-522
問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222
□HP  https://www.ycam.jp/events/2019/israel-and-israel/

撮影：新津保健秀

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

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

会場／萩城跡指月公園
          萩市堀内1-1

萩

2月3日（日）

萩観光シーズン開き

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

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/

会場／森鷗外記念館
          島根県津和野町町田

津和野

2月3日（日）

哲学者 西周夫人
「西升子の日記」

時間／14:00～15:30
幕末から明治にかけて、日本の
近代化に尽力した西周。そしてそ
れを傍で支え続けた夫人・升子。
今回の講演会では、わが国の変
革期を女性の目線で綴った升子
の日記から、西周が生き抜いた
激動の時代を読み解きます。■
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

会場／萩市内の文化財施設など
         

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。萩市では、雛祭りを４月３日
に祝う習慣が新暦になってからも残っています。また、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

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12cmの日本人形です。
今年は、山口ゆめ花博に出展した「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／萩城下の古き雛たち実行員会（萩市観光課内）
☎0838-25-3139
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=900004

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移りか
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
よび同行の介護者は無料■休館日：月曜（祝日の場
合はその翌日）
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会場／津和野町郷土館
          島根県津和野町森村ロ127

津和野

2月7日（木）～4月22日（月）

平成30年度新収蔵品展

時間／8:30～17:00
津和野町郷土館では、郷土の歴史を守り活かすこ
とを目的に、郷土資料の収集・保存を行っていま
す。2018（平成30）年度も町内外から、多くの郷
土資料の寄贈・寄託などを通じて収集を行いまし
た。津和野藩家老屋敷の絵図や藩邸建設に関する
記録、国学者石河正養の肖像画など、各地で大切
に伝えられていた資料を展示します。■入館料：一
般400円、中高生300円、小学生150円■休館日：
毎週火曜（祝日の場合はその翌日）、展示替え・特別
展等のため臨時休館する場合があります。
問い合わせ先／津和野町郷土館
☎0856-72-0300 

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

防府

2月9日（土）、
3月23日（土）、24日（日）

ワカサギ釣り体験

時間／9:00～15:00
手こぎボートに乗ってワカサギ釣りをしませんか。
※少雨決行　■持参品：防寒着、着替え、釣りざお
（レンタル可）、昼食、飲み物■参加料：1,000円■
定員：各先着10人■申し込み方法：電話・FAX・メー
ルのいずれか
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／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

2月9日（土）～4月14日（日）

毛利博物館

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
“ひなまつり”にちなみ、豪華な「次郎左衛門雛」の
段飾りをはじめ、毛利家伝来の雛道具や姫君ゆか
りの華麗な衣裳・装身具・調度品など、女性にまつわ
る品々を展示します。■入館料：大人700円、小中
学生350円。博物館・庭園共通：大人1,000円、小
中学生500円※団体料金（20人以上）はそれぞれ
の料金の10％引き   
問い合わせ先／毛利博物館
☎0835-22-0001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃mouri-m/

会場／山口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

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
居蔵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／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）
〒747-0035 防府市栄町1-5-1
☎0835-22-0780　FAX0835-22-9916
□HP  http://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

会場／山頭火ふるさと館　
          防府市宮市町5-13

2月8日（金）～4月7日（日）

企画展
「うしろすがたが
見つめた先に
～山頭火の一人旅～」

時間／10：00～18：00
「うしろすがたのしぐれてゆくか」という句には、山
頭火が自分の生き方、在り方を見つめ続けた心情が
反映されているように見て取れます。一方、人々は
どのように山頭火を見ていたのでしょうか。この企
画展では、山頭火が見つめた自分の「うしろすがた」
と人々の目に映った山頭火を紹介します。内からと
外からの対比で見えてくる山頭火の姿をお楽しみく
ださい。（展示室への入室は17：30まで）■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（介護者１人までを含む）■休館日：火曜

防府

会場／萩往還梅林園
          萩市大字椿1125

萩

2月9日（土）、10日（日）、16日（土）、
17日（日）、23日（土）、24日（日）、
3月2日（土）、3日（日）、
9日（土）、10日（日）

萩往還梅林園まつり

13種類約３５０本の梅の見頃にあわせて、「萩往還
梅林園まつり」を開催します。まつり期間中には呈
茶席（抹茶、お菓子付）や、尺八と琴の演奏などの
催しがあります。■料金：無料
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139

問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財
☎0835-28-3107（山頭火ふるさと館）
□HP  http://hofu-santoka.jp/

問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=900060
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会場／ルルサス防府2階 多目的ホール
          防府市栄町1-5-1
時間／13:30～15:30
「経営戦略としての働き方改革」をテーマとしたシ
ンポジウムを開催します。基調講演：白河桃子氏■
参加料：無料■定員：先着100人■申し込み方法：
FAXまたはメール。①会社名②担当者名③参加人
数④電話番号⑤メールアドレスを明記。■申し込み
期限：2月8日（金）
問い合わせ先／防府市商工振興課
☎0835-25-2574　FAX0835-25-2364
　shoukou@city.yamaguchi.jp
□HP  http//www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/24/

山陽
小野田

山陽
小野田

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

2月10日（日）

バレンタイン♡
チョコレートケーキを作ろう

時間／13:00～15:00
■持参品：エプロン、三角巾、マスク、筆記用具■参加料：
2,500円■定員：先着18人■申し込み方法：電話・FAX・
メールのいずれか■申し込み期限：2月6日（水）
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／山陽小野田市歴史民俗資料館
          山陽小野田市栄町9-21

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
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/ryusanbin,jtml/

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）

山陽オートレース
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
様お誘いあわせの上、お越しください! ■入場料：無料

吹き竿の先に熔けたガラスを巻き取って、息を入
れ、道具を使い、形を整えながらグラスや器を作り
ます。■対象：小学生以上。随時体験も各種ありま
すので、詳しくはお問い合わせください。■料金：
2,620円～■定員：各回5人■申し込み方法：電話
※作品のお渡しは1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/

山陽
小野田

会場／きららガラス未来館
          山陽小野田市焼野海岸

2月10日（日）、17日（日）、
3月10日（日）、24日（日）

吹きガラス体験

時間／9：00～、13：30～

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/

防府

2月13日（水）

防府市「働き方改革」
シンポジウム

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!

会場／不二輸送機ホール
　　　（山陽小野田文化会館）
          山陽小野田市大字郡1754
　　　　（JR厚狭駅新幹線口前）

2月9日（土）

澤和樹＆
響ホール室内合奏団
バレンタインコンサート
～弦楽と映像の出逢い～

時間／開場13:30　
　　　閉演14：00

（Ｃ）Akira Muto

ヴィヴァルディが作
曲した「四季」の世
界を表現した映像を
背景に、響ホール室
内合奏団が演奏を
披露。音楽と映像の
コラボレーションを
ご鑑賞ください。■
料金：一般3,500円
（当日4,000円）、
大学生以下1,000
円※未就学児は入
場不可。全席自由で
す。■申し込み方法：
中央図書館窓口または電話

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.lgjp/site/
　bunka-kaikan/barenntainnkonnsa-to.html/

山陽
小野田

山口

会場／山口市菜香亭
         山口市天花1-2-7

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
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
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

宇部

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

2月9日（土）～3月10日（日）

動物写真家 
内山 晟 写真展
～野生の秘島ガラパゴス～

時間／9:30～17:00
ガラパゴスで暮らす野生動物の写真展。■料金：無
料■休館日：火曜
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541 

問い合わせ先／山陽オートレース場
☎0836-76-1115
□HP  http://www.sanyoauto.jp/
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防府

2月17日（日）

「家庭の日」
親子ふれあいイベント

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

①②2月17日（日）、
③2月17日（日）～3月10日（日）

共生社会ホストタウン
サミット in 宇部

時間／①10:30～12:00
　　　②13:00～16:00
　　　③10:00～16:00
①2月17日（日）10:30～12:00金澤翔子（書道家）の席上揮
毫・パフォーマンス、講演など。②2月17日（日）13:00～16:00
パラスポーツパーク:ボッチャ等のパラスポーツ体験会、岩野博
（車椅子バスケットボールパラリンピアン）による実演・トーク
ショー。③2月17日（日）～3月10日（日）10:00～16:00「書道
家金澤翔子＆共生社会のための彫刻プロジェクト展」:金澤翔子
の書道作品展示・作品制作動画上映、第27回UBEビエンナー
レ入賞作家と総合支援学校の子どもたち・宇部市民で共同制作
した共生アート作品と原画の展示、ドイツの盲学校教師と宇部
市内小・中学生が制作した版画の展示■休館日：火曜
問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8353会場／秋吉台上（観覧場所：秋吉台

　　　カルスト展望台付近）

美祢

2月17日（日）

秋吉台山焼き

時間／9:30～13:00（予定）
9時30分のサイレンを合図に周囲から一斉に火が放た
れ、約1,138haのカルスト台地が炎と煙に包まれます。
※荒天時は23日（土）に延期、以降順延。※8:00から山
焼き終了（13:00頃）までは秋吉台周辺は交通規制有。

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16日（土）、17日（日）

地点 演劇公演
「忘れる日本人」

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。※16日（土）
公演終了後、ポストトークあり。■料金：【前売】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

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

2月16日（土）

絵本研究家
広松由希子さん講演会
ひらいて広がる絵本の世界
～絵本の今とこれから～

時間／14:30～16:00
たくさんの絵本を知っている広松さんだからこそ語
れる「絵本の楽しさ」「絵本の魅力」について素敵な
お話が聞けます。■対象：高校生以上で子ども読書
ボランティアや絵本に関心のある人■参加料：無料
■定員：先着60人■申し込み方法：窓口または電話
問い合わせ先／山陽小野田中央図書館
☎0836-83-2870
□HP  http://www.library.sanyo-onoda.lg.jp/event/216.html

会場／笠山椿群生林
          萩市越ヶ浜

萩

2月16日（土）～3月21日（木・祝）

萩・椿まつり

時間／10:00～15:30

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

会場／厚保公民館
          美祢市西厚保町本郷189-3

美祢

2月14日（木）

防災ジオカフェ

時間／14:00～16:00
自分が住む地域の特性を知り、防災や助け合いに
ついては話すカフェです。ジオパークにまつわるお
菓子を食べたり、お茶を飲みながら話し合います。
■定員：30人■申し込み方法：電話またはメール■
申し込み期限：2月13日（水）
問い合わせ先／美祢市世界ジオパーク推進課
☎0837-63-0055
　mine-geo@city.mine.lg.jp

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・祝のみ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

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

時間／16日（土）：19：00～
　　　17日（日）：15：00～

会場／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1

宇部

2月17日（日）

ぶちのりパスポート

時間／9:30～17:00
ときわ遊園地の乗り物が1,000円で乗り放題！（一
部機種対象外）※パスポートの販売は16:00まで

問い合わせ先／秋吉台山焼き対策協議会
☎0837-52-1115
□HP  http://www2.city.mine.lg.jp/www/contents/
　1317289162244/index.html
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山陽
小野田

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

2月21日（木）

ハーブを楽しむ会

時間／13:00～15:00
ハーブソルトを作ろう。■持参品：エプロン、三角
巾、筆記用具■参加料：1,600円■定員：先着20人
■申し込み方法：電話、FAX、メールのいずれか■
申し込み期限：2月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／山陽小野田市歴史民俗資料館
          山陽小野田市栄町9-21

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～」■聴講料：無料■申し
込み方法：電話（9:00～17:00）※月曜、2月12日
（火）は休館日のため受け付け不可
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/
　ryusanbin,jtml/

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

2月23日（土）

中原中也記念館で
もちまき！

時間／10:00～10:15（雨天時は受付で配布）
記念館開館25周年を記念して、中庭でもちまきを行い
ます。中也シールのついたおもちを取られた方に記念
館オリジナルグッズをプレゼントします。■料金：無料
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

2月20日（水）～20年2月17日（月）

テーマ展示「四季
詩集―中也とめぐる
春春夏秋冬」

時間／9:00～17:00
中原中也の詩には季節に触れたものが数多くあり
ます。その時々の季節の感触は、中也が詩にうたう
思いを生き生きと伝える上で重要な要素であった
といえるでしょう。詩集をめくるように四季の詩を
楽しみながら、あなたの心に響く言葉を見つけてく
ださい。■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、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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

2月20日（水）

ハーブ公開講座

時間／①10:00～12:00
　　　②13:30～15:30
手作りインド風カレー粉とピクリングスパイスセットを
つくりましょう。■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：2月4日（月）～15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

時間／9:00～16:00
年に1度、県指定有形文化財「木造千手観音菩薩
立像」など、平安時代中期から鎌倉時代初期に制
作された7躯の仏像を一般公開します。
問い合わせ先／山陽小野田市社会教育課
☎0836-82-1204

山陽
小野田

会場／岩崎寺
          山陽小野田市有帆角石

がん　き　　じ

2月18日（月）

岩崎寺所蔵
山口県指定有形文化財
仏像の一般公開

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

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/

JR西日本の豪華寝台列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」
の萩市立ち寄りを歓迎し、萩駅で「こども駅長」によるおもて
なしを行っています。駅長になりきり、体験を通じて瑞風を
もっと身近に感じてみませんか?■内容：①市内観光を終えた
乗客のお出迎え②JRの制服を着て瑞風の出発合図■特典：
瑞風オリジナルグッズをプレゼント■参加料：無料■募集人
数：各日2人■対象：小学生（要保護者同伴）■申し込み方法：
はがきに次の事項を明記のうえ、郵送。①参加希望者の氏名
（ふりがな）、学校名、学年、性別、身長②同伴する保護者の
氏名（2人まで）③連絡先（郵便番号、住所、保護者の電話番
号）④参加希望日（第2希望まで）、メッセージ（あれば）■応
募先：〒758-8555萩市観光課　瑞風こども駅長募集担当■
申し込み期限：2月8日（金）（当日消印有効）※応募多数の場
合は抽選。当選者には2月13日（水）までにご連絡します。
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139

時間／11:30～12:30

会場／JR萩駅
          萩市椿3611

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

萩

2月17日（日）、3月31日（日）

「TWILIGHT EXPRESS 
瑞風」こども駅長

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。～2月の内
容～◎宝さがしゲーム◎お楽しみ
工作◎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

会場／防府市文化福祉会館
          防府市緑町1-9-2
時間／10:30～14:30
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会場／クリエイティブ・スペース赤れんが
          山口市中河原町5-12

山口

3月2日（土）

「チェンバロと
ヴァイオリンの調べ
～バレエとともに～」

時間／14:00～15:40
赤れんがが所蔵・管理しているチェ
ンバロのコンサート。ヴァイオリンと
のアンサンブルで優雅な曲や響きの
広がりを感じてもらい、さらに古典
派、ロマン派の曲も披露。チェンバロ
は小田郁枝、ヴァイオリンを上野美
科、バレエは大古美織。聞くだけでな
く、観て堪能できるコンサート。■料
金：【前売り】一般2,000円、any会員
1,500円、【当日】一律2,500円（残
席がある場合のみ販売）■定員：80人■応募要件：未就学児入場不
可※託児サービスあり（有料）2月22日（金）までにC・S赤れんがへ
要申し込み■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、文榮堂山大前店、アスピラート、松永ピアノ
ショールーム、サンパークあじす、こどもステーション山口事務局
問い合わせ先／クリエイティブ・スペース赤れんが
☎083-928-6666　FAX083-928-6611
□HP  http://www.akarenga.justhpbs.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

2月24日（日）

ワークショップ
～親子で竹馬をつくろう～

時間／13:00～
■持参品：ペンチ■対象：小学生の親子■参加料：
300円■定員：先着10組■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／蓮光寺駐車場集合
          宇部市東須恵640

宇部

2月28日（木）

てくてくまち歩き
「五穀豊穣を祈る　
大森荒神社例祭」

時間／9:50～12:00
蓮光寺、平原八幡宮、大森荒神社を巡ります。例祭は植
木市や露店でにぎわいます（約3.5km）■持参品：タオ
ル、飲み物■参加料：無料■定員：先着40人■申し込み
方法：電話またはFAX■申し込み期限：2月27日（水）
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／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

3月2日（土）、3日（日）

クリスマスローズ展

時間／10:00～15:00
宇部市近郊の愛好家が育てたクリスマスローズを展示
します。また、宇部西高校の花の苗即売会や地元住民に
よるおいしい食べ物のおもてなしもお楽しみください。
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111

会場／ときわ動物園　
　　　ワオキツネザル展示場前
          宇部市則貞3-4-1

宇部

3月2日（土）

動物おたんじょう会

時間／14:00～
3月生まれのワオキツネザル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）
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

会場／ときわ湖水ホール付近
          宇部市大字沖宇部254

宇部

2月24日（日）

梅まつり

時間／10:00～15:00
約100本の梅が咲き誇る梅園とイベントをお楽しみくだ
さい。■梅酒フェスタ：銘梅酒約70種類の試飲会・即売
会、試飲チケット1人500円（無くなり次第終了）■屋台：
おしるこ、チキンレッグなどを販売。■ときわ公園内各
店舗による期間限定メニューの提供やサービスなど。
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

2月24日（日）～3月10日（日）

アーティスト・イン・
レジデンスtrans_
2018-2019　展覧会

時間／10:00～17:00
世界各国からやってくる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、地域交流に取り組んでいます。
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／ときわ動物園
　　　ボンネットモンキー展示場前、
　　　体験学習館モンスタ
          宇部市則貞3-4-1

宇部

2月23日（土）

突撃！ ときわのサルごはん
ボンネットモンキー
～サルごはんは一日何食?～

時間／13:00～14:00
ボンネットモンキーの生態や行動などのお話と、展
示場でのエサの準備のお手伝い■料金：無料（動物
園入園料が別途必要）■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／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21
　　　山口情報芸術センター［YCAM］
          山口市中園町7-7

山口

2月23日（土）

【開館25周年記念】
わたしの四季詩集
詩の創作ワークショップ

時間／13:30～16:30
中原中也記念館にてテーマ展示「四季詩集―中也と
めぐる春夏秋冬」を見学後、バスで山口情報芸術セン
ターに移動し、詩人の渡辺玄英さんと「季節」をテー
マに詩の創作を行います。詩の創作にチャレンジして
みませんか。■入館料：一般320円、学生210円、70
歳以上・18歳以下無料■定員：20人■申し込み方法：
電話・FAX・メールのいずれか■応募要件：高校生以上
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430　FAX083-932-6431
　chuyakan@c-able.ne.jp
□HP  http://www.chuyakan.jp/

山陽
小野田

会場／おのだサンパーク
　　　セントラルコート付近
          山陽小野田市中川6-4-1

2月23日（土）、24日（日）

きららガラス未来館
出張体験「赤ちゃんの
足形記念プレート制作」

時間／10:00～15:30
赤ちゃんの足にガラス専用の絵の具を塗り、ガラス
皿に押し当てて記念プレートを制作する体験です。
絵の具の焼け付けのため、作品は後日お渡ししま
す（郵送またはガラス未来館受け取り）。なお、事前
に予約いただいた方が優先になります。■体験料：
1,280円～1380円■申し込み方法：電話
問い合わせ先／きららガラス未来館
☎0836-88-0064
□HP  http:/www.onodaglass.jp/
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会場／ときわ動物園
　　　体験学習館モンスタ
          宇部市則貞3-4-1

宇部

3月3日（日）

親子で挑戦! 
望遠付き一眼レフカメラで
動物写真を撮ろう!

時間／13:00～16:00

会場／きららビーチ焼野
          山陽小野田市焼野海岸

3月3日（日）

平成31年山陽小野田
ふるさと凧あげ大会
～大空いっぱい夢が舞う～

時間／10:00～
日本の伝統文化でもある凧
あげを通じて、親子や地域
の人たちとのふれあいを楽
しませんか。オリジナルの凧
が作れる凧あげづくり教室
やバザーなどを行います。
■凧づくり教室：10:00～
11:45（先着150人、参加
料300円）■凧あげ競技：受
付10:00～、開会式11:30～、競技開始12:00～（子
どもの部門：小学生以下、一般の部：中学生以上、大
凧・連凧の部：大凧100㎝×100㎝、連凧30枚以上）
■バザー：うどん、焼きそば等の販売。※雨天中止
問い合わせ先／山陽小野田市ふるさと凧あげフェスティバル
実行委員会事務局（山陽小野田市市民生活課）
☎0836-82-1134

山陽
小野田

会場／防府市消防本部
          防府市佐波2-11-25

防府

3月3日（日）

消防フェア

時間／10:00～15:00
消防業務の紹介と火災予防運動を目的とした消防
フェアを3月3日（日）に開催します（荒天時および災
害発生時は変更有）。■内容：庁舎内見学、はしご車体
験搭乗（抽選にて午前・午後各20組、抽選方法は後日
HPにてお知らせします）、もちまきなど■参加料：無料
問い合わせ先／防府市消防本部消防総務課
☎0835-23-9901
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/32/

会場／山口県漁協萩地方卸売市場
          萩市椿東4160-61
          （道の駅「萩しーまーと」横）
時間／10:00～15:00
萩の春の風物詩、しろ魚グルメを堪能できるイベント。し
ろ魚を活きたまま酢醤油につけていただきのど越しを楽
しむ「おどり食い」の無料サービスや、しろ魚を使った料
理などの販売があります。しろ魚の即売は、毎年長い行
列ができるほど大人気！　早春の味覚をお楽しみくださ
い。■しろ魚料理の販売、しろ魚雑炊（200円、なくなり
次第終了）、しろ魚の即売（1袋1,000円、漁の状況によ
り、中止になる場合があります）■しろ魚おどり食い無料
サービス【第1部】10:30～【第2部】13:00～※第1部、
第2部ともなくなり次第終了します。■入場料：無料
問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  http://www.hagishi.com/event/shirouo

会場／萩・明倫学舎
          萩市大字江向602
時間／9:00～17:00
開館2周年記念スペシャルイ
ベントとして、テレビでおなじ
みの山口県出身マジシャン高
重翔さんのマジックショーや
ジオパークフェアなどを開催
します。■内容：３日（日）高重
翔マジックショー11：30～、
14：00～、お雛様チョコすく
い取り9：00～、ガラポン抽選など 9日（土）萩ジオパーク
フェア（パエリア無料試食など）■料金：無料
問い合わせ先／萩・明倫学舎
☎0838-21-0304

会場／きらら交流館
          山陽小野田市焼野海岸

3月3日（日）

ポーセラーツ教室・
ハーバリウム教室

時間／10:00～12:00
日本ヴォーグ学園養成講座インストラクターの森重雅子さ
んを講師に迎え、ポーセラーツ教室とハーバリウム教室を
開催します。両教室を同時に受講することもできます。■
対象：小学生以上■持参品：筆記用具、はさみ■受講料：各
講座1,800円（材料費含む）■定員：先着各20人■申し込
み方法：電話■申し込み開始日：2月5日（火）9：00
問い合わせ先／きらら交流館
☎0836-88-0200
□HP  http://www.kirara-kjp/

山陽
小野田

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

3月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／山口市民会館展示ホール・小ホール
          山口市中央2-5-1 

山口

3月3日（日）～10日（日）

山口市美術展覧会

時間／9:00～17:00
市民の皆様から創作作品を募集し、審査・展示する、美術
展覧会です。部門は絵画、彫刻、工芸、書、写真、デザイ
ン、その他と、多くのジャンルの作品を一度に見ることが
できる展覧会です。身近なあの人も出品しているかもし
れません。ぜひお気軽にお越しください。■観覧料：無料
問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-2717

会場／ときわ動物園　各展示場前
          宇部市則貞3-4-1

宇部

3月2日（土）、3日（日）

世界野生生物の日
特別ガイド

3月3日の野生生物の日にちなんだ飼育員による特
別ガイド。各先着20人に缶バッジをプレゼント! ■2日
（土）12:00～クモザル、14:30～クロツラヘラサギ、
3日（日）12:45～コツメカワウソ、14:30～シロテテ
ナガザル■料金：無料（動物園入園料が別途必要）
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

萩

3月3日（日）、９日（土）

萩・明倫学舎2周年記念!
スペシャルイベント 萩

3月3日（日）

萩・しろ魚まつり
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萩

3月10日（日）

萩ジオパークフェア
シンポジウム
「ジオパークの楽しみ方
～私たちの
果たすべき使命～」

時間／15:00～18:00
■講演「伊豆半島ジオパークの楽しみ方」2018
（平成30）年ユネスコ世界ジオパークに認定された
伊豆半島ジオパークの大地の魅力と人とのつなが
りについて、関係者がお話します。講師：鈴木雄介
（すずきゆうすけ）（伊豆半島ジオパーク推進協議
会専任研究員）、伊豆半島ジオガイド協会所属ジオ
ガイド■トークセッション「ジオパークの楽しみ方、
楽しませ方」として萩の大地の魅力、ジオパークと
してどう活用していくのか、一緒に考えてみましょ
う。■同時開催　体験ブース・ポスター展示
（10:00～15:00）火山実験やものづくり体験、大
地の恵みを味わうコーナーや物販を行います。ま
た、萩ジオパークの取り組みや各種団体の活動報
告、Mine秋吉台ジオパークの取り組みを紹介しま
す。■料金：無料
問い合わせ先／萩市ジオパーク推進課
☎0838-21-7765

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

3月16日（土）～5月12日（日）

日本ジオパーク認定記念特別展
「描かれた萩の大地
―絵図にかくされた大地と
人の物語―」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）

会場／萩・明倫学舎
          萩市大字江向602

萩

3月9日（土）

萩ジオパークフェア
地球を食べる食堂
～特別編～

時間／10:00～13:00
国際パエリア選手権優勝の川口勇樹シェフが作る萩・
阿武の食材をふんだん使ったパエリアの無料試食会
とシェフの指導によるパエリアづくり体験。■パエリア
試食：先着100食■みんなでつくろう! パエリア作り体
験：萩の魚介類を使って、プロの料理人からの指導で
パエリアをつくります。■参加料（パエリア作り体験）：
1組2,000円■定員：10組（2～3人、要事前申し込み）
■申し込み方法：電話■申し込み期限：2月28日（木） 

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

山口

3月10日（日）～24日（日）

やまぐち新進
アーティスト大賞10年展

時間／9:00～17:00
　　　（初日は10:00～、最終日は15:00まで）
故田口克己氏の御寄付により創設した「やまぐち新
進アーティスト大賞」は、2017（平成29）年度で第
10回の節目を迎えました。本展では、受賞者14人
の活動・活躍の状況を、その作品とともに紹介しま
す。■オープニングセレモニー：3月10日（日）
10:00～■トークイベント：3月24日（日）時間未定
■観覧料：無料■休館日：月曜（祝日の場合はその
翌日）、祝日の翌日（土・日の場合はその翌日）
問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-2717

会場／集合場所：萩・明倫学舎
          萩市大字江向602

萩

3月9日（土）

萩ジオパークフェア　
体感!  萩ジオパーク　
お試しツアー

時間／13:00～16:00
大地と人のつながり体感ツアーとして、地球の視点
で萩城下町や笠山などを巡ります。■参加料：100
円■定員：先着20人■申し込み方法：電話■申し込
み期限：2月28日（木）
問い合わせ先／萩市ジオパーク推進課
☎0838-21-7765

会場／サンライフ萩
          萩市大字土原526
時間／18:30～20:30
■講演会「和食はなぜ美味
しい～日本列島の贈り物･
萩バージョン」マグマ学者
が教える、変動帯の国･日
本だからこそ生まれた、美
味しい和食のヒミツ、萩の
大地が生み出した美味しい
食材のヒミツをお話します。
講師：巽好幸（たつみよしゆき）（神戸大学教授）オー
プニングセレモニーとあわせ萩ジオパークフォトコン
テスト入賞作品の発表も行います。■料金：無料 

山口

3月8日（金）～10日（日）

YCAM爆音映画祭
2019特別編：密室爆音

YCAMで毎年夏に開催している、YCAM爆音映画祭の特
別編です。今回は、通例開催しているスタジオAではなく、
ミニシアター型のスタジオCにて初の爆音上映を試みます。
現在では、全国各地で展開されている爆音映画祭の上映が
生まれるきっかけとなった、ミュージシャン、ニール・ヤング
の監督作を始め、粒ぞろいの映画を「爆音上映」のために
セレクトする、特別な3日間です。■料金：前売・当日ともに一
回券は、各回指定／入場整理番号付きです。【1回券（前
売）】一般1,300円、any会員・25歳以下・特別割引1,000
円【1回券（当日）】一般1,500円、any会員・25歳以下・特
別割引1,200円【3回券（前売・当日共通、販売枚数限定）】
一般3,600円／any会員・25歳以下・特別割引2,700円
※3回券はご鑑賞当日ご覧になる回の入場整理番号を受付
にて引き換え。※前売券発売日：2月2日（土）10:00～■定
員：70席■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）※託児サービスあり（３月1日（金）までにチケットイン
フォメーションまで要申し込み）
問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222　FAX083-901-2216

萩

3月8日（金）

萩ジオパークフェア　
オープニングセレモニー・
記念講演

内山晟（動物写真家）の動物写真講座。生き生きと
した動物写真を親子で撮影しましょう。■料金：無料
（動物園入園料が別途必要）■定員：先着20組■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／不二輸送機ホール
　　　（山陽小野田文化会館）
          山陽小野田市大字郡1754
          （JR厚狭駅新幹線口前）

3月7日（木）～10日（日）

第9回アートの“たまてばこ”

時間／10:00～17：00
書、生け花、写真、絵画など様々な芸術をコラボレーション
させた展覧会を開催します。ステージイベントやお茶席、体
験コーナーも用意していますので、ぜひお越しください。

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

山陽
小野田

会場／阿武町町民センター
          阿武町大字奈古3078-1

問い合わせ先／萩市ジオパーク推進課
☎0838-21-7765

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

問い合わせ先／萩市ジオパーク推進課
☎0838-21-7765
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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

3月16日（土）

村治佳織＆村治奏一　
ギター・デュオリサイタル

時間／14:00～ 
クラシックギター奏者として世界で活躍する村治佳織と村治
奏一。共にその実力は幼少のころから有名であり、その演奏や
活動は高い評価を受け続けてきました。普段は個々で様々な
活動をしているふたりですが、今回は姉弟による貴重なデュオ
リサイタルです。それぞれのソロと、姉弟だからこその息の
合った、ふたりの紡ぎだす音楽もお楽しみいただけます。■料
金：一般4,000円　高校生以下2,000円（全席指定、当日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、周南市文化会館、チケットぴあ、ローソンチケット 
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団
☎0835-26-5151（アスピラート）
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃aspi-111/

会場／山口市民会館大ホール
          山口市中央2-5-1

山口

3月21日（木・祝）

第46回市民コンサート

時間／13:00～15:30
今年度音楽コンクールで優秀な成績を収めた方をお
招きし演奏を披露していただきます。また、市内中高
生100人ほどで結成される山口ジュニアオーケストラ
がクラシックの名曲をお届けします。■入場料：無料
問い合わせ先／山口市民会館
☎083-923-1000
□HP  http://yamaguchi-civichall.com/

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

3月21日（木・祝）

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

会場／萩往還
          ①佐々並～中央公園20.3kmコース
          ②明木～中央公園11.3kmコース

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■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/

萩

3月23日（土）

萩往還ワンデーウオーク

時間／佐々並コース　9：00～
　　　明木コース　10：00～

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

会場／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

4月20日（土）

金子美香メゾソプラノ 
リサイタル

時間／14:00～ 
世界的に有名なドイツの「バイロイト音楽祭」に日本在住日
本人声楽家として初めて出演した宇部市出身の歌手が凱
旋公演■料金：一般3,000円、中高生2,000円、小学生無
料（先着200人、無料券は宇部市文化会館で事前配布）■
チケット販売所：フジグラン宇部、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

会場／長登銅山文化交流館
          美祢市美東町長登610

美祢

3月23日（土）

秋吉台エコツアー　
日本最古の長登銅山
露天掘り跡の探検

時間／9:30～15:30
■露天掘り跡の登山や坑内の探検を行って、奈良の大
仏の原料を産出した古代に思いを馳せます。■料金：
2,000円■定員：30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：3月18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

萩の雄大な自然は、大地の様々な活動によって形成されました。
この故郷の自然は萩出身の地質学者で画家でもある高島北海
や南画家松林桂月らの手によって描かれました。絵画や絵図に
描かれた萩の大地を読み解きます。■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：会期中無
休。ただし、4月12日（金）は展示替えのため企画展示室は閉鎖
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／山陽オートレース場
          山陽小野田市大字埴生700
          （JR埴生駅徒歩2分）

3月21日（木・祝）～25日（月）

特別GⅠ共同通信社杯
プレミアムカップ 

山陽
小野田

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）

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

山陽
小野田

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

3月21日（木・祝）

第27回椿まつり in Ejio
～早春のふれあいを求めて～

時間／10:00～

問い合わせ先／山陽オートレース場
☎0836-76-1115
□HP  http://www.sanyoauto.jp/

オートレース場で開催されるレースの中で、一番格式が高
い、特別GⅠプレミアムカップが5日間にわたって開催されま
す。全国から上位96人が一堂に集結しますので、是非皆様
にお誘い合わせの上、お越しください。■入場料：無料

時間／10:00～17:00


	ナナシマチ_1902_00.pdf
	ナナシマチ_1902_01.pdf
	ナナシマチ_1902_02.pdf
	ナナシマチ_1902_03.pdf
	ナナシマチ_1902_04.pdf
	ナナシマチ_1902_05.pdf
	ナナシマチ_1902_06.pdf
	ナナシマチ_1902_07.pdf
	ナナシマチ_1902_08.pdf
	ナナシマチ_1902_09.pdf
	ナナシマチ_1902_10.pdf
	ナナシマチ_1902_11.pdf

