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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

ジオフェス 
3月21日（木・祝）

山陽小野田市

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～

3月3日（日）

萩市

萩往還梅林園
まつり

3月2日（土）、3日（日）、
9日（土）、10日（日）

津和野町

津和野春の観光開き
3月23日（土）

山口市

第11回～みんなで乗ろう
～山口市公共交通ふれあいフェスタ

3月10日（日）

防府市

毛利博物館企画展「お雛さま」
4月14日（日）まで
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宇部市

夜桜の
ライトアップ

3月16日（土）
～4月7日（日）
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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。■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
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／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

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
示をしています。■入館料：
無料

問い合わせ先／防府市青少年科学館ソラール
☎0835-26-5050
□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

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

デザイン：尾中俊介［Calamari lnc.］

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「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、作品展示や会期中に開催されたイベントの
記録映像を上映します。■料金：無料

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「大葉春菊」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
フェイスブック：https://www.facebook.com/cafe.league

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

防府

3月3日（日）まで

梅まつり

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

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
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／笠山椿群生林
          萩市越ヶ浜

萩

3月21日（木・祝）まで

萩・椿まつり

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：300円（土日祝のみ）
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

山陽
小野田

3月24日（日）まで

企画展「硫酸瓶の歴史」
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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
時間／9:00～17:00
山陽小野田市内で見かける、馴
染みのある硫酸瓶ですが、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：月曜日、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.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/
　rekimin/ryusanbin,jtml/

会場／萩市内各所

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！　パスポート利用期限：2019（平成31）年3月31
日（日）■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／萩市内の文化財施設等
時間／9:00～17:00

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

会場／伊藤博文別邸
          萩市椿東1511-1

萩

4月3日（水）まで

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
口ゆめ花博で出展した「夏みかんの収穫風景」と「巫
女の舞」を展示しています。■入館料：100円
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.
　php?d=900060

会場／堀庭園
          島根県津和野町邑輝795

津和野

4月7日（日）まで

堀庭園お雛様展示

時間／9:00～16:00

会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

4月7日（日）まで

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
　　　（展示室への入室は17：30まで）
「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。■入館料:大人300円（200円）、小・
中・高校生150円（100円）、未就学児は無料※（）内は20
名以上の団体料金※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／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

4月14日（日）まで

毛利博物館企画展
「お雛さま」

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

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

4月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

萩

4月3日（水）まで

萩城下の古き雛たち

紅葉の名所として知られる「堀庭園」。毎年、この時
期には大小様々なお雛様を飾っています。この時期
限定のイベントですので、皆様ぜひ足を運んでみて
はいかがでしょうか。3月3日（日）に「ひなまつりイ
ベント」を開催予定です。■入園大人500円、中・高
校生300円、小学生200円■休館日：月曜

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

問い合わせ先／堀庭園
☎0856-72-0010
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会場／厚狭商店街各所
　　　（JR厚狭駅在来線側）

3月2日（土）～9日（土）
第21回厚狭寝太郎の里
おひなさまめぐり

厚狭商店街の約40店舗が、ひな人形やさげもんを展示。最
終日9日（土）には、趣向を凝らしたイベントを開催します。
問い合わせ先／厚狭駅前商店会事務局（山陽商工会議所）
☎0836-73-2525 
□HP  http:/www.sanyocci.ne.jp/

山陽
小野田

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
しています。■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、毎月最終火曜
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／津和野町郷土館
          島根県津和野町森村ロ127

津和野

4月22日（月）まで

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。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：火曜、その他、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／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

20年2月17日（月）まで

テーマ展示
「四季詩集
―中也とめぐる春夏秋冬」

時間／9:00～17:00

時間／3月～10月…9:00～16:00
　　　11月………・・9：00～15：30

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
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
護者は無料■休館日：月曜（祝日の場合はその翌日）

会場／防府市地域交流センター
　　　（アスピラート1階市民スペース）
          防府市戎町1-1-28

防府

3月1日（金）～3日（日）

フェスタ・アスピラート
2019美術部門　
なんでも写真コンテスト

毎年恒例アスピラートの写真コンテスト。今年の
テーマは「めでたい」です。この期間中は応募作品
すべてを展示し、来場者投票と審査員の審査によ
り、受賞作品を決定します。力作揃いの作品に、皆
様からの投票をお待ちしています! ■入場料：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/

会場／指月橋そば・萩城跡入口付近
          萩市堀内122-1

萩

3月1日（金）～11月30日（土）

萩八景遊覧船

約40分の遊覧船のコースは萩城跡横の指月橋をスタート
し、2015（平成27）年7月に世界文化遺産に登録された萩
城下町や堀内重要伝統的建造物群保存地区を眺めながら、
橋本川へ。橋本川に入ると、常盤島と「釣りバカ日誌12」の
舞台となった屋敷に挟まれた松並木をくぐりながら、平安古
松原を横目に白壁が続く平安古重要伝統的建造物群保存
地区の旧田中別邸へ。旧田中別邸先でUターンし、萩八景
のひとつ玉江を眺めます。天候の良い日は、そのまま海へ。
近くの菊ヶ浜には、幕末に外国船の襲来に備えて女性たち
が主となって築いた「女台場（おなごだいば）」があります。
また、沖合には火山によってできた「萩六島」という平らな
島々を見ることができます。日頃の萩観光では見ることの
できない自然や歴史的景観を満喫してスタート地点へ戻り
ます。■乗船料：大人1,200円、小学生以下600円、3歳未
満無料■運休日：天候次第■定員：12人/隻
問い合わせ先／萩八景遊覧船
☎0838-21-7708
□HP  http://hagishi.com/search/detail.php?d=800030

会場／萩往還梅林園
          萩市大字椿1125

萩

3月2日（土）、3日（日）、
9日（土）、10日（日）

萩往還梅林園まつり

時間／10:00～16:00
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

会場／笠山椿群生林
          萩市越ヶ浜

萩

3月2日（土）、16日（土）

萩・椿まつり
「笠山ジオツアー」

時間／10:00～、13:30～
笠山椿群生林を舞台に、ネイチャーゲームなどで遊
びながら「大地（自然）と人のつながり」を体感する
ツアーです。■料金：無料■定員：各回20人
問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  http://hagishi.com/search/detail.php?d=900047

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/
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会場／おのだサンパーク
          山陽小野田市中川6-4-1

〇

3月3日（日）

第32回消防展

時間／10:00～16:00
■2階大催事場：火災予防作品儒奏者、幼年消防ク
ラブ員による絵画展示ほか■屋外体験コーナー：は
しご車体験、消防車・救急車展示、煙体験ほか
問い合わせ先／小野田消防署
☎0836-83-2702

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

防府

3月3日（日）

フェスタ・アスピラート
2019音楽部門　
あなたも主役!オン・ザ・ステージ

時間／10:00～17:00
ジャンルを越えた音楽イベントとして、今年も多彩な顔ぶ
れが揃いました。1998（平成10）年アスピラート開館を
記念して始まったこのイベントも21回目を迎えます。“あ
なた自身が主催者”をモットーに今回は33団体、約400人
が集まり、和気藹々、様々なパフォーマンスが繰り広げら
れます。きっとあなたの好きな音楽が見つかるはずです。
お誘いあわせの上是非ご来場ください。■入場料：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/

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】はしご車体験搭乗、レスキュー体験、イケメン消防
士コンテスト、もちまき、1日消防署長 Yamakatsu スペシャ
ルライブなど■料金：無料■はしご車体験搭乗は抽選にて午
前・午後各20組、抽選方法はHPにてお知らせします。
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）

萩

3月3日（日）

萩・しろ魚まつり

時間／10:00～15:00
萩の春の風物詩、しろ魚グルメを堪能できるイベント。しろ魚を
活きたまま酢醤油につけていただきのど越しを楽しむ「おどり
食い」の無料サービスや、しろ魚を使った料理などの販売があ
ります。しろ魚の即売は、毎年長い行列ができるほど大人気! 早
春の味覚をお楽しみください。■10:00～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／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／萩・明倫学舎
          萩市大字江向602

萩

3月3日（日）

萩・明倫学舎2周年記念!
スペシャルイベント

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(11:30～、14：00～）や歴史パ
フォーマンス「SHOWIN～若き志士
たち」（10：30～、13：00～、15：00
～）などを開催します。■料金：無料
問い合わせ先／萩・明倫学舎
☎0838-21-0304

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（最終日のみ16：00まで）
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るかも
しれません。ぜひお気軽にお越しください。■料金：無料
問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-2717

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／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※未就学児入場不可■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



2 0 1 9 . 0 3 _ M a r .

0 5

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）

会場／サンライフ萩
          萩市大字土原526

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

時間／18:30～20:00
■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
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

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：【1回券（前売／入
場整理番号付）】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。■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）／セブ
ンチケット セブンコード：072-325（http://7ticket.jp/）
1回券のみ／GETTIIS（https://www.gettiis.jp/）
問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222　FAX083-901-2216

画像提供：
山口情報芸術センター［YCAM］

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）

〇

3月9日（土）

アラ還フェスティバル PARTⅩⅤ

時間／開演12:30 
アラ還世代の青春時代を彩った懐かし曲が数多く
演奏されます。アラ還世代の活気あふれるコン
サートをぜひご覧ください。■入場券：500円（当日
700円）■チケット販売所：不二輸送機ホール、山
陽小野田市民館仮設事務所、イトオ楽器店
問い合わせ先／不二輸送機ホール（山陽小野田市文化会館）
☎0836-71-1000 

山陽
小野田

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112

山口

3月6日（水）～4月1日（月）
企画展「萬代家文書の世界
～萬代甚七から見た
山口の幕末維新～」

時間／9:00～17:00
『萬代家文書』が、2018（平成30）年11月に山口市有形文
化財に指定されたことを記念した企画展示を行います。幕末
維新期において萬代家が藩政に貢献していたことが窺える史
料を中心に展示いたします。■料金：高校生以上200円、小・
中学生100円■休館日：火曜■チケット販売所：十朋亭維新館
問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-4155
十朋亭維新館
☎083-920-1688

会場／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

3月7日（木）

渡辺翁記念会館
見学ツアー&
笑いヨガで元気にワハハ

時間／14:00～15:30
国指定重要文化財である渡辺翁記念会館の見学
ツアーでふるさとの魅力を再発見。さらに笑いヨガ
で健康増進を目指しましょう。■料金：無料■定員：
50人■申し込み方法：電話またはFAX
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355　FAX0836-31-7306
　info@ube-bunzai.jp

地元の芸術家で結成した“アーティストBOX”のみなさん
が分野を超えてコラボレーション。書、生け花、絵画、陶
芸、創作人形、写真といった多彩な展示作品に加え、ス
テージイベントや体験コーナーもあります。ぜひお越しく
ださい。■体験コーナー：10日（日）10:00～15:00陶器絵
付け（費用500円、先着20人）、11:00～15:00ペン習字
（無料、先着20人）■お茶席：9日（土）・10日（日）10:00～
15:00（お茶代300円、各日先着100人）■入場料：無料
問い合わせ先／不二輸送機ホール（山陽小野田市文化会館）
☎0836-71-1000
□HP  http:/www.city.sanyo-onoda.lg.jo/site/
　bunka-kaikan/no9artnotamatebako.html

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
楽しみませんか。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：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
□HP  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
　soshiki/12/takoage.html

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し
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.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/
　rekimin/ryusanbin,jtml/

山陽
小野田

山陽
小野田

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

3月7日（木）～10日（日）

第9回アートの“たまてばこ”山陽
小野田
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会場／ときわミュージアム周辺
          宇部市野中3-4-29

宇部

3月12日（火）～24日（日）

屋外インスタレーション
「color field」

彫刻家の森川穣と宇部市内の中学生が共同制作し
た、落ち葉のアート作品を屋外展示します。
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282 

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

3月13日（水）

ハーブ公開講座
「ハーブソルトと
ハーブミックスをつくり
ハーブ料理に
活かしましょう！」

時間／①10:00～12:00
　　　②13:30～15:30

会場／ルルサス防府
          防府市栄町1-5-1
　　　アスピラート
          防府市戎町1-1-28

防府

3月10日（日）

防府市生涯学習
フェスティバル

時間／10:00～16:00
ものづくりなどの体験講座、講演、子ども向け講座、
文化センター市民教養講座・サークル作品展、ステー
ジ発表、学ぼうやコンテスト（イラストコンテスト）な
ど、楽しく学べるイベントがたくさんあります。会場内
では、学ぼうやスタンプラリーも実施していますの
で、お誘い合わせの上、ぜひお越しください。また、
当日は混雑が予想されますので、公共交通機関をご
利用ください。■入場料：無料■受講料：講座によって
は材料代または資料代がかかる場合があります。■
申し込み方法：講座によっては事前申し込みが必要な
場合があります。詳細は、HPをご覧ください。

問い合わせ先／防府市生涯学習フェスティバル実行委員会
（事務局：防府市生涯学習課）
☎0835-23-3015
　manaboya@c-able.ne.jp
【注意】開催当日（3/10）は防府市市民活動支援センター
☎0835-38-4422
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/
　39/festival-kaisai.html

会場／阿武町町民センター
          阿武町大字奈古3078-1

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／宇部新天町名店街
          宇部市新天町

宇部

3月10日（日）

まちなか集マルシェ

時間／10:00～14:00
パン、野菜、菓子、加工品、雑貨などの店舗が多数
出店します。
問い合わせ先／宇部市コンパクトシティ・
共生型包括ケア推進グループ
☎0836-34-8468 

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7
          （荒天時は中止する場合あり）

山口

3月10日（日）

第11回～みんなで乗ろう
～山口市公共交通
ふれあいフェスタ

時間／10:00～15:00
鉄道、バス、タクシー、航空の各交通事業者をはじ
め、その他団体がブースを出展し、路線バスやタク
シーなどの車両展示や公共交通に関するゲームなど
を通して、公共交通を身近に感じることができるイベ
ントです。9：30～11：30の間に公共交通機関でご来
場された方のみ大抽選会等に参加できる特典引換
券をお渡しします。会場に来場者用駐車場はありま
せんので公共交通でご来場ください。■入場料：無料
問い合わせ先／山口市公共交通委員会
☎083-934-2729 

あつ

故田口克己氏の御寄付により創設いたしました「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、これ
までの10年間の中で受賞した気鋭のアーティスト
の活動・活躍の状況を、その作品とともに紹介いたし
ます。■［オープニングセレモニー］3月10日（日）
10:00～■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／きららガラス未来館
          山陽小野田市焼野海岸

3月10日（日）、24日（日）

吹きガラス体験

時間／9:00～、13:30～
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。■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。※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。
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／山口県漁協萩地方卸売市場
　　　道の駅「萩しーまーと」
          萩市大字椿東4160-61

萩

3月10日（日）

第13回萩の真ふぐ祭り

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

山陽
小野田
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会場／萩博物館・弥富地域
         

萩

3月16日（土）

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―」
関連イベント 『弥富探訪会』

時間／9:00～16:00
　　　※雨天の際は、3月24日（日）に順延
約40万年前、伊良尾山の噴火による玄武岩の溶岩
が田万川に沿って14㎞ほど流れ下り、溶岩流の台
地や柱状節理などの自然景観をつくりました。肥沃
な溶岩流の台地の上では、江戸時代から水田が広
がっていました。標高の高い台地の上に、なぜ水田
ができたのでしょうか。江戸時代の初めから終わり
にかけて農業生産力が倍増した弥富の秘密を、溶
岩がつくり出した自然の造形美を楽しみながら解き
明かします。■料金：2,000円■定員：先着20人■
申し込み方法：電話■申し込み開始日：3月1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

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）
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：無休※ただし、４月12日
（金）は展示替えのため特別展示はご覧いただけません

会場／ときわレストハウス
          宇部市野中3-5-17

宇部

3月16日（土）

植物の春挿し講習会

時間／9:30～11:30
花木の仲間（ツバキ、アジサイなど）の挿し木に関
する講義と実技。■持参品：筆記用具、せん定ばさ
み・カッター・ナイフなど■料金：無料■定員：先着40
人■申し込み方法：電話・FAX・はがきのいずれか■
申し込み期限：3月11日（月）
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／集合場所 秋吉台観光交流センター
          美祢市秋芳町秋吉3506-2

美祢

3月16日（土）

電動自転車で水源を巡る

時間／10:30～15:30
硬水、軟水の水質をテーマに大自然の中を走りま
す。■料金：3,500円■定員：10人（最少催行人員：
5人）■申し込み方法：電話またはFAX■申し込み
期限：3月6日（水）
問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115　FAX0837-62-0899

会場／笠山椿群生林
          萩市越ヶ浜

萩

3月16日（土）

萩・椿まつり
参加型ナゾ解きイベント
「カサヤマトレジャー」 

時間／11:00～
小学生対象イベント。地図やヒントを手がかりに笠山椿
群生林を探検し、群生林内に隠された「ナゾ」を解きな
がら、キーワードを集め、ゴールを目指します。元気な小
学生の皆さんの参加をお待ちしています。■料金：無料
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  http://hagishi.com/search/detail.php?d=900047

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／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

3月14日（木）

ハーブを楽しむ会　
畑クッキング

時間／13:00～15:00
「コチュジャンを作って、使いこなす！」即席コチュ
ジャンでビビンバやサムギョプサルを作ります。■
持参品：エプロン、三角巾、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：3月10日（日）
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／防府競輪場
          防府市国分寺町8-2

防府

3月15日（金）～17日（日）

第3回防府けいりん感謝祭

時間／10:00～16:30
日頃のご愛顧に感謝して、第3回防府けいりん感謝祭を開催
します!「安心してください!」でおなじみのとにかく明るい安
村と「心配ないさー!」が持ちネタの大西ライオン、2人の裸芸
人が送る爆笑ステージのほか、競輪未経験の人でも楽しめる
イベントを多数開催しますので、ぜひこの機会に防府競輪場
へお越しください!　※イベント内容等の詳細は防府競輪公
式HPをご覧ください。■入場料：50円（15歳未満無料）
問い合わせ先／防府市産業振興部競輪局
☎0835-22-1212
　keirin@city.hofu.yamaguchi.jp
□HP  https://www.hofukeirin.jp/

会場／渡辺蒿蔵旧宅
          萩市江向5

萩

3月15日（金）

萩人形制作体験教室

時間／13:30～16:00
表情豊かで愛らしい萩娘をイメージした萩人形を
作ってみませんか。高さ約12cmの古布や綿などで
作る日本人形です。制作した作品は、4月2日（火）

問い合わせ先／萩市まちじゅう博物館推進課
☎0838-25-3290

まで展示します。3月3日（日）～4月2日（火）は萩人
形の作品展を開催。■講師：岡野芳子（日本手工芸
指導協会師範）■料金：1,000円■定員：15人■申
し込み方法：電話■申し込み期限：3月8日（金）

■持参品：筆記用具■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：3月4日（月）～11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
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山陽
小野田

会場／江汐公園管理棟・
　　　グリーン広場
          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～
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、バードウオッチング（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

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21日（木・祝）～
5月6日（月・振休）

山口大学・動物園・植物館連携
2019春企画
「動物とお野菜
～おいしくたのしく～」

時間／9:30～17:00
■テーマ：「ヒト・動物と野菜の関わり」「食育」/パネ
ル展示：動物園の動物が食べる野菜や、ときわ動物
園でのエサ変更の取り組みなどを楽しく紹介。/
ワークショップ：飼育員の話を聞いて、一緒にコマツ
ナの種をまこう！　日時:3月24日（日）13：00～■
料金：ワークショップのみ100円　■定員：ワーク
ショップのみ先着10組※4月27日（土）のエサやり
体験にも参加できる人■休館日：4月9日（火）、4月
16日（火）、4月23日（火）
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
          宇部市大字沖宇部254

宇部

3月17日（日）

アーティスト・イン・レジデンス
シンポジウム

時間／14:30～17:00
「住む・作る・学ぶ　アートが育む宇部の未来」を
テーマにしたシンポジウムを開催します。
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282

宇部

3月21日（木・祝）～
5月6日（月・振休）

山口大学・動物園・植物館連携
2019春企画
「植物の不思議
～植物も動いています～」

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／石炭記念館
          宇部市大字沖宇部254

宇部

3月17日（日）

連続講座
炭鉱の語り部講座第4弾
「宇部興産（株）
コールセンター事業の概要と
石炭のこれからについて」

時間／13:00～15:00
国内最大規模の石炭中継基地である沖の山コール
センターと、これからの石炭についてのお話。■定
員：20人
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／ときわ公園東駐車場
          宇部市大字沖宇部254

宇部

3月17日（日）

ときわ公園フリーマーケット

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／ときわ公園
          宇部市大字沖宇部254

宇部

3月16日（土）～4月7日（日）

夜桜のライトアップ

時間／18:30～22:00
桜山、東駐車場、じゃぶじゃぶ池付近の桜を幻想的
にライトアップ！
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

美祢

3月21日（木・祝）

ジオフェス 

時間／8:00～14:00　※雨天中止
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

や       ま

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

■テーマ：「植物の不思議」▽パネル展示・映像コー
ナー・観察コーナー・実物展示など：通常、動かない
と思われている植物のいろいろな「動き」を紹介▽
ワークショップ：光合成の様子を観察しよう!　日時：
3月23日（土）、4月6日（土）、5月5日（日・祝）各
10:00～11:30■料金：ワークショップのみ300円

時間／9:00～17:00
　　　夜間開館（20：00まで）
　　　４月27日（土）～30日（火）、
　　　５月１日（水）～6日（月）

■休館日：4月９日（火）、4月16日（火）、4月23日
（火）■申し込み方法：電話またはFAX（ワーク
ショップのみ）■申し込み開始日：3月4日（月）
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会場／道の駅「おふく」
          美祢市於福町上4383-1

美祢

3月24日（日）

おふく菜の花祭り

時間／10:00～15:00
道の駅「おふく」を中心に5カ所（秋吉ファームガー
デン、あぐりプラザおふく、石灰窯跡、菜の花畑）の
スタンプポイントを巡ると温泉入浴が無料になる
029菜の花スタンプラリー」が開催されます。参加
者全員に抽選会の参加券もプレゼント! ぜひ、ご参
加ください!!（029はおふくと読みます）
問い合わせ先／道の駅「おふく」
☎0837-56-5005
□HP  https://karusuto.com/event/029nanohana-stamprally2019/

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

3月23日（土）、24日（日）

東洋蘭春季展

時間／23日（土）：9:00～17:00
　　　24日（日）：9:00～16:00
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

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23日（土）

突撃! ときわのサルごはん!
リスザル
～小さなサルの昆虫ごはん～

時間／13:00～14:00
リスザル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／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

3月23日（土）

心と体のワクワク体験
～体を動かそう！～

時間／10:00～
体を使って親子で楽しむワークショップ。■対象：小
学校低学年以下の親子■料金：無料■定員：30組
■申し込み方法：電話またはFAX■申し込み期限：3
月17日（日）
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355　FAX0836-31-7306
　info@ube-bunzai.jp

会場／津和野町本町通り他

津和野

3月23日（土）

津和野春の観光開き

時間／10:00～16:00
2019（平成31）年のSL運行初日に合わせ、「酒蔵
開き」も同時開催。町内3つの酒蔵の新酒を試飲で
きます。SL到着時と出発時には、つわみんとしま
ねっこがお出迎えとお見送りをします。■料金：一般
600円、中高生400円、小学生250円
問い合わせ先／（一社）津和野町観光協会
☎0856-72-1771

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

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。
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
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/

山陽
小野田

時間／10:00～16:00
秋吉台の絶景スポット「カルスター」にて、Mine秋
吉台ジオパークの楽しさを凝縮したイベントを開催
します。地震の揺れを体験できる「起震車」やジオ
ツアー、化石採集等の体験ブース、バザーなど内
容は盛りだくさんです。
問い合わせ先／Mine秋吉台ジオパーク推進協議会事務局
☎0837-63-0055
　mine-geo@city.mine.lg.jp
□HP  http://mine-geo.com/

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

時間／10:00～17:00
オートレース場で開催されるレース中で、一番格式
の高い、特別GIプレミアムが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、ぜひ皆様にお誘いの上、お越しください。
問い合わせ先／山陽オートレース場
☎0836-76-1115
□HP  http://http:/www.sanyoauto.jp/

会場／カルスター
          美祢市秋芳町秋吉11237-862
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会場／宇部市交通局（宇部市大字善和203-90）
　　　または宇部市役所（宇部市常盤町1-7-1）
　　　集合

宇部

3月31日（日）

早春の宇部
桜の名所と酒蔵開きツアー

時間／8:35～

問い合わせ先／宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

3月31日（日）

和酒フェス

時間／11:00～16:00
県内の酒蔵・焼酎を中心としたさまざまなお酒の試
飲会と即売会。■料金：試飲会は有料
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

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

防府

4月1日（月）～7日（日）

春休み工作教室

時間／9:30～17:00（入館は16:30まで）
4歳から参加できる随時工作2種類と、科学の原理を学べ
る小学生向き工作教室（1日4回・要整理券）の3教室を、2
日ごとに内容を入れ替えて実施します。7日は随時工作2

会場／万倉ふれあいセンター 集合
          宇部市西万倉1672

宇部

3月30日（土）

今富ダム湖畔
桜ウオーキング

時間／8:50～13:00
今富ダムまでの往復約7㎞と、今富ダム湖畔散策約
1.5㎞を歩きます。■持参品：飲み物、雨具、帽子、
タオルなど■料金：500円（ぜんざい、楠こもれび
の郷の買物券300円付き）■定員：先着100人■
申し込み方法：電話またはFAX■申し込み期限：3月
27日（水）※小雨決行
問い合わせ先／宇部市北部地域振興課
☎0836-67-2812　FAX0836-67-2158

会場／秋吉台家族旅行村
          美祢市秋芳町秋吉台1237-553

美祢

3月30日（土）、31日（日）

親子で
キャンプファイヤーと
星座観測会

時間／15:00～10:00
ドリーネでキャンプファイヤー大自然の中で春休みの
思い出づくり■料金：ケビン1棟3人以上利用1人
6,500円■定員：20人（最少催行人員：10人）■申し込
み方法：電話またはFAX■申し込み期限：3月22日（金）

真締川畔、永山本家酒造場、ときわ公園などを巡り
ます。■料金：4,900円（弁当・土産付き）■定員：先
着23人■申し込み方法：電話

問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115　FAX0837-62-0899

会場／丸尾三神社参道入口の広場 集合
          宇部市東岐波丸尾

宇部

3月30日（土）

てくてくまち歩き
「桜のトンネルを抜けると
目の前は海！」

時間／9:50～12:00

小沢地区、海岸線などを巡ります。（約4.5km）■持参品：
タオル、飲み物■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：3月29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／指月橋そば・萩城跡入口付近
          萩市堀内122-1

萩

3月下旬～4月上旬
（桜の開花状況次第）

萩八景遊覧船
「桜観賞コース」

時間／9:00～16:00
通常コースより10分程度延長し、河添や江向地区
の約270本の桜並木を船上から楽しめます。■乗
船料：大人1,200円、小学生以下600円、3歳未満
無料■運休日：天候次第■定員：12人/隻
問い合わせ先／萩八景遊覧船
☎0838-21-7708
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.
　php?d=800030

会場／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

3月25日（月）～29日（金）

スタインウェイを弾こう！

時間／【どなたでもおいでませ編】
　　　25日（月）12:00～17:00
　　　26日（火）、27日（水）10:00～17:00
　　　【春休み！ 大学生以下限定編】
　　　28日（木）、29日（金）10:00～17:00
ピアノの最高峰であるスタインウェイをステージで
自由に演奏できます。【どなたでもおいでませ編】費
用：30分1,000円（1人1時間まで）【春休み！ 大学
生以下限定編】対象：大学生以下（小学3年生未満
は保護者同伴）、費用30分500円（1人1時間ま
で）■定員：各時間先着順■申し込み方法：電話■
申し込み期限：各開催日まで
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355
　info@ube-bunzai.jp

会場／山口市後河原

山口

3月下旬～4月上旬

一の坂川桜
ライトアップ

時間／19:00～22:00
桜の名所である一の坂川沿い桜並木のライトアッ
プをします。ライトアップ期間は桜が見頃の約2～3
週間程度の予定で、毎日行います。
問い合わせ先／山口観光案内所
☎・FAX083-933-0090
□HP  http://yamaguchi-city.jp/

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

山口

3月24日（日）

やまぐち新進
アーティスト大賞10年展
トークイベント

時間／13：30～15：00
やまぐち新進アーティスト大賞10年展の関連イベ
ントとして、参加アーティストによるトークイベント
を開催します。ぜひご来場ください。■料金：無料
問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-2717
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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

4月7日(日)

「旅するホルン吹きの休日
 in赤れんが」

時間／13:30～14:30
ホルン奏者の蔵田亜由美さんをお招きして、アルプ
ホルンとフレンチホルン2種類のホルン演奏とピアノ
伴奏のコンサート。体験などもあります。■料金：【前
売り】大人700円、18歳以下300円【当日】各200
円高（残席がある場合のみ販売）■定員：80人■チ
ケット販売所：C・S赤れんが、山口情報芸術センター、
山口市民会館、こどもステーション山口事務局

会場／JR琴芝駅前集合　
          宇部市琴芝町2-6-1

宇部

4月7日(日)

てくてくまち歩き
「ドラマチック宇部! 
現代アートと維新の
地を歩く」

時間／10:10～13:40
宇部市立図書館周辺・真締川沿いの彫刻、宇部護国神
社（福原まつり）などを巡ります。（約6km）■持参品：タ
オル、飲み物■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：4月5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／山口市中央公園　
          山口市中園町7

山口

4月7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

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／美祢市役所裏駐車場内及び
　　　 美祢さくら公園
          美祢市大嶺町東分326-1

美祢

4月6日（土）

第32回みね桜まつり

時間／11:00～19:30
厚狭川河川敷の桜並木が市役所横にあり、お祭り
と花見を一緒に楽しむことができます。夜には夜桜
のライトアップや竹灯篭もあります。
問い合わせ先／美祢市商工会
☎0837-52-0434

会場／ときわ動物園
        シロテテナガザル展示場前
          宇部市則貞3-4-1

宇部

4月6日（土）

動物おたんじょう会

時間／14:00～
4月生まれのシロテテナガザルのテツロウをお祝
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／井上公園、県道204号周辺
          湯田温泉2-5

山口

4月6日（土）、7日（日）

湯田温泉白狐まつり

時間／6日（土）：10:00～20:00
　　　7日（日）：10:00～15:45
白狐パレードそして、温泉への感謝の気持ちと、お
湯がいつまでも湧き続けますよう祈りを込めて、夜
は白狐姿のたいまつ行列で賑わいます。2日間
様々なイベントを用意します。■参加料：無料
問い合わせ先／湯田温泉白狐まつり実行委員会
☎083-941-5379
□HP  https://ja-jp.facebook.com/byakkomatsuri

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112

山口

4月3日（水）～7月1日（月）

企画展「大村益次郎展（仮）」

時間／9:00～17:00
村医者から兵学者に転じ、我が国の近代兵制の基
礎を築いた立役者“大村益次郎”。四境戦争を皮切
りに、益次郎が長州藩兵事の中枢で活躍した業績
を、山口市指定文化財「大村益次郎関係資料」の
展示により、紹介します。■料金：高校生以上200
円、小中学生100円　■休館日：火曜(祝日の場合
はその翌日)　■チケット販売所：十朋亭維新館
問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-4155
十朋亭維新館　☎083-920-1688

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

4月6日（土）、7日（日）

湯田温泉白狐まつり
中原中也記念館
無料開館日

時間／6日（土）9:00～18:00
　　　7日（日）9:00～17:00
湯田温泉白狐まつりに合わせて、無料開館します。
ぜひご来館ください。
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／秋吉台緑地公園駐車場～
　　　妙見原～剣山～若竹山～
　　　緑地公園駐車場

美祢

4月6日（土）

秋吉台・春の植物観察会
「山焼き後に芽吹く草花」

時間／9:45～13:30
「秋吉台で出会った花」の著者である、中沢妙子さ
んと歩く、秋吉台の春の草花を愛でるツアーです。 
■料金：大人：2,000円、小人：1,500円■定員：20
人（最少催行人員：10人）■申し込み方法：電話また
はFAX■申し込み期限：3月27日（金）
問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115　FAX0837-62-0899

種類のみ実施します。また、春休みアニメーション上映な
どもあります。■休館日：会期中なし■定員①随時参加教
室（1日2教室）：なし、②申込参加教室（1日1教室）：16人
/回（4回実施）■申し込み方法①随時参加教室：申込不要
/無料②申込参加教室：当日整理券購入/参加費200円■
観覧料：高校生以上300円、小中学生100円、幼児無料
※割引等適用対象：団体（20人以上）、障がい者手帳をお
持ちの方とその介護者、防府市文化振興財団会員
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



2 0 1 9 . 0 3 _ M a r .

1 2

2 0 1 8 . 1 2 _ D e c .

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355
　　　奈古地域

萩

4月20日（土）

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―」
関連イベント『奈古探訪会』

時間／9:00～15:30
　　　※雨天の際は4月27日（土）に順延

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

4月19日（金）、6月28日（金）、
9月13日（金）、11月22日（金）

今日から始める
グリーンライフ講座

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

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

4月17日（水）～21日（日）

GⅠ第25回
平成チャンピオンカップ

時間／10:00～17:00
山陽オートレース場で、格式の高いGⅠ平成チャンピ
オンカップが5日間にわたって開催されます。開催中
は、各種イベントをご用意していますので、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/

山陽
小野田

会場／鷲原八幡宮　
          島根県津和野町鷲原イ６３２-２

津和野

4月14日(日)

鷲原八幡宮流鏑馬神事

時間／午前の部11:10頃　
　　　午後の部14:10頃
4月14日(日)に鷲原八幡宮流鏑馬神事が執り行わ
れます。当協会では同神事のご観覧に便利な床几
席のご予約を承っておりますので、ぜひご利用くだ
さい。■定員：午前の部・午後の部ともに40席■申
し込み期限：3月15日（金）
問い合わせ先／（一社）津和野町観光協会
☎0856-72-1771 
□HP  https://tsuwano-kanko.net/info/shogiseki2019/

会場／維新百年記念公園メイン駐車場集合
　　　山口市維新公園４-１-１
          維新百年記念公園～休憩～
          カルスター～大正洞清風苑～
          道の駅みとう～維新百年記念公園

美祢

山口

4月14日(日)

MINEポタリングツアー
ミドルライド（山口市発着）

時間／8:30～14:30
これまで秋吉台へのサイクリングに興味があったけど
敷居が高い、一人じゃ不安、自転車仲間を増やしたい
等々…。自転車を始める前にぶつかるたくさんの壁を
取っ払うお手伝いをします。アクセス良好なサイクリ
ストの新たな聖地「秋吉台」まで自転車でポタリングし
てみよう!　※ポタリングとは⇒ゆっくり「お散歩」的な
サイクリングを指した造語■料金：3,000円（昼食・保
険料込）■定員：20人（最少催行人員：5人）■申し込
み方法：電話またはFAX■申し込み期限：4月4日（木)
問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115　FAX0837-62-0899 
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃mouri-m/

会場／宇佐八幡宮
          防府市大字鈴屋840

防府

4月13日(土)、14日(日)

シャクナゲまつり

宇佐八幡宮境内にはシャクナゲ園があり、4月中旬
から5月上旬に見頃をむかえます。99（平成11）年
に開設されたシャクナゲ園には、十数種類、約
1,000本のシャクナゲが植えられています。境内で
は、バザー等の催しが行われます。■観覧料：無料
問い合わせ先／宇佐八幡宮
☎0835-36-1154
□HP  https://visit-hofu.jp

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

防府

4月14日(日)

防府さかな祭り

時間／8:20～15:00
■漁業生産者による生鮮魚介類の活魚販売■公開
模擬セリ■魚のつかみ取り■餅まき■無料ふるま
い■料金：無料    
問い合わせ先／山口県漁業協同組合吉佐支店　
☎0835-22-9112
道の駅「潮彩市場防府」
☎0835-28-2100
　

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355
　　　長門峡 

萩

4月13日（土）

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―」
関連イベント『長門峡探訪会』

時間／9:00～15:30
　　　※雨天の際は4月14日（日）に順延
長門峡の成り立ちは、約1億年前の巨大噴火と約
20万年前以降の青野火山群の噴火が深く関係して
います。噴火前、旧津和野川は北東に流れて徳佐盆
地、津和野盆地を通り、益田市で日本海に注いでい
ました。噴火した青野山や野坂山によって旧津和野
川が堰き止められ、大きな古徳佐湖が出現しまし
た。その後旧津和野川は、巨大噴火に由来する火砕
流を削って長門峡を造りながら南下してきた阿武川
に、流域を奪われてしまうことになります。篠目川と
合流する長門峡の入り口（出合淵）は、まさに河川
争奪の現場です。阿武川は萩三角州を涵養するな
ど、流域に大きな恵みをもたらしてきました。さら
に、火砕流の浸食で造形された長門峡の渓谷美は、
古くから先人たちを魅了してきました。長門峡を愛
してやまない金折裕司先生（山口大学元教授、地質
学）と一緒に、先人たちの足跡を偲びながら渓谷を
探索します。■料金：1,000円■定員：先着20人■
申し込み方法：電話■申し込み開始日：3月1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
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会場／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1 

宇部

6月30日（日）

古澤巌バイオリンコンサート

時間／16：00～（予定）
「神のバイオリン」と呼ばれる古澤巌の美しいバイ
オリンの音が渡辺翁記念会館に響きます。楽しい
会話もお楽しみください。
問い合わせ先／宇部市文化創造財団　
☎0836-35-3355
     info@ube-bunzai.jp

会場／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

5月23日（木）

半﨑美子・小原孝
デュオコンサート

時間／18:30～ 
NHKみんなのうた「お弁当ばこのうた～あなたへの
お手紙～」でおなじみの半﨑美子とピアニスト小原
孝のデュオコンサート。■料金：全席指定一般4,500
円、財団友の会会員4,000円、高校生以下2,000円 
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355
    info@ube-bunzai.jp

会場／マツダ（株）美祢自動車試験場
          美祢市西厚保町字長尾1173-1

美祢

5月19日（日）

2019ママチャリ
GrandPrix in Mine

時間／7:00～ 
マツダ（株）美祢自動車試験場テストコースという特別
感のある会場を使用し、誰もが気軽に参加できるサイク
ルスポーツ「ママチャリ」によるチーム対抗の耐久レー
スを開催します。クラスは【ママチャリクラス：変速機付
のママチャリクラス、ギアは8段以下】【無段クラス：変速
機の付いていないママチャリクラス】の2クラス■料金：
20,000円／チーム（2～10人まで、各クラス共通）■
申し込み方法：HP■応募要件：大会趣旨を理解し、諸規
定を遵守できる方、他チームへの思いやりの気持ちを
持ち一般的マナーの守れる人、補助輪を使用せず安全
に運転できる人、年齢・性別に制限なし。ただし、未成年
のみでの参加は不可※未成年者は保護者の同意およ
びチーム内に最低1人の保護者同伴が必要、1チーム2
～10人までで構成■申し込み期限：4月30日（火・祝）
問い合わせ先／一社）ITADAKI
□HP  http://mine-mamachari.jp
    info@itadaki.jp

会場／防府天満宮　
          防府市松崎町14-1

防府

4月27日（土）～5月6日（月・振休）

防府天満宮
幸せます花回廊

花回廊は、防府の春のシンボルとして有名です。花
回廊とは、防府天満宮の大石段に地元の農業大学
校や中学校で育てられた600鉢以上のプランター
で「幸せます」を花文字で表現したものです。大き
な花文字が絶好の撮影スポットとして毎年多くの観
光客で賑わいます。■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／毛利博物館　
          防府市多々良1-15-1

防府

4月27日（土）～5月26日（日）

企画展「端午」

時間／9:00～17:00（入館は16：30まで）
“端午の節句”にちなみ、少年用の甲冑を中心にした
「端午飾り」のほか、毛利家伝来の刀剣や具足・軍
装や身の回りの品々など、大名家の男性にまつわ
る名品を展示します。■入館料：大人700円、小中
学生350円。博物館・庭園共通：大人1,000円、小
中学生500円※団体料金（20人以上）はそれぞれ
の料金の10％引き 
問い合わせ先／毛利博物館　
☎0835-22-0001 
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃mouri-m/

会場／ときわ公園スポーツ広場駐車場集合
          宇部市上宇部字土取３１０
          ときわ公園～アクトビレッジおの～
          カルスター～大正洞清風苑～道の駅みとう
          ～アクトビレッジおの～ときわ公園

美祢

宇部

4月21日（日）

MINEポタリングツアー
ミドルライド（宇部市発着） 

時間／8:30～14:30
これまで秋吉台へのサイクリングに興味があったけど
敷居が高い、一人じゃ不安、自転車仲間を増やしたい
等々…。自転車を始める前にぶつかるたくさんの壁を
取っ払うお手伝いをします。アクセス良好なサイクリス
トの新たな聖地「秋吉台」まで自転車でポタリングして
みよう!　※ポタリングとは⇒ゆっくり「お散歩」的なサ
イクリングを指した造語■料金：3,000円（昼食・保険

問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115　FAX0837-62-0899

会場／JR須佐駅前「いかマルシェ」
         萩市大字須佐494-9

萩

4月20日（土）、21日（日）

農林水産物直売所
「いかマルシェ」
オープン記念イベント

時間／10:00～14:00
「須佐男命いか」や鮮魚、イカ一夜干しなどの加工
品、野菜などの地域の農林水産物直売所「いかマ
ルシェ」が4月にオープンします。4月20日（土）、
21日（日）にオープン記念イベントを開催します。
オープン記念セールやお楽しみ抽選、もちまきなど
も行われます。■入場料：無料
問い合わせ先／（一社）須佐おもてなし協会 ふれあいステーション須佐
☎08387-6-3380

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

4月23日（火）

パンを焼いてみよう!

時間／10:00～13:00
第一次発酵からパンを作ります。初心者歓迎。■持
参品：エプロン、三角巾、筆記用具、持帰り用袋■料
金：1,500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：4月15
日（月）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111FAX0836-64-2800　
　 actvillageono@gmail.com 

料込）■定員：20人（最少催行人員：5人）■申し込み方
法：電話またはFAX■申し込み期限：4月11日（木）

奈古の海岸は、日本列島がまだ大陸の東縁にある
頃の大地変動の壮大な物語に出会える場所です。
毛利輝元の長男で初代萩藩主の毛利秀就は、奈古
沖の船遊びを楽しみ、野島へも上陸しました。同船
した言如和尚（秀就の菩提寺・大照院の開山）は、
その海岸美をまるで山水画の中に入るようだと称
賛しました。また、輝元の次男で初代徳山藩主の毛
利就隆は、自ら望んで徳山の飛び地・奈古と大井の
東側（大井川の右岸）を領地としました。奈古沖を
漁船に乗ってクルージングし、1億年前の地球の記
憶をたどるとともに、石州街道沿いの奈古の町並を
歩き、就隆が奈古の地を渇望した理由を探ります。
■料金：1,000円■定員：先着15人■申し込み方
法：電話■申し込み開始日：4月1日（月）
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447 
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htm
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