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山口県央連携都市圏域イベント情報

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

第32回みね桜まつり 
4月6日（土）

山陽小野田市

第51回江汐公園つつじまつり
4月21日（日）

萩市

須佐湾遊覧船 
〈ジオクルージング〉

4月28日（日）～
5月5日（日・祝）

津和野町

流鏑馬神事
4月14日（日）

山口市

湯田温泉白狐まつり
4月6日（土）、7日（日）

防府市

企画展「端午」
4月27日（土）～5月26日（日）
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宇部市

さくらまつり
4月7日（日）
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会場／萩市内の文化財施設

萩

4月3日（水）まで

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。萩では雛祭り
を新暦となってからも4月3日に祝う習慣が残って
います。また、8月1日の八朔（はっさく）の日を祝う
行事も盛んであることから、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委員会（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／指月橋そば・萩城跡入口付近
          萩市堀内122-1

萩

4月上旬まで（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
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、中・高校生
1,000円、小学生以下500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／山口市後河原

山口

4月上旬まで

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／山口市観光交流課
☎083-934-2810
　kanko@city.yamaguchi.lg.jp
□HP  http://yamaguchi-city.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／萩・明倫学舎　特別応接室
          萩市江向602

萩

4月14日（日）まで

テレビアニメ
「BAKUMATSU」×
萩市コラボレーション企画
BAKUMATSUギャラリー

時間／9:00～17:00
豪華声優陣（12人）のサイ
ン色紙、アニメ設定画、台
本、絵コンテなど貴重な資料
を展示します。18（平成30）
年（10～12月）に放送され
た第1期12話を上映しま
す。■入館料：無料

問い合わせ先／萩市総合政策部企画政策課
☎0838-25-3102
　kikaku@city.hagi.lg.jp
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/site/meijiishin
　150/h26356.html

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、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／萩・明倫学舎 萩暦
          萩市江向602

萩

4月14日（日）まで

テレビアニメ
「BAKUMATSU」×
萩市コラボレーション企画
BAKUMATSUカフェ

時間／11:00～17:00
期間限定で、BAKUMATSUとのコラボカフェを開
催します。オリジナル萩焼のお茶碗やマグカップで
メニューを提供します。■入館料：無料
問い合わせ先／萩市総合政策部企画政策課
☎0838-25-3102
　kikaku@city.hagi.lg.jp
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/site/meijiishin
　150/h26356.html
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会場／石炭記念館
          宇部市大字沖宇部254

宇部

5月6日（月・振休）まで

企画展
「季節を感じて
　～絵手紙でみる
　日本の四季～」

時間／9:30～17:00
ボランティアによる絵手紙を展示します。■休館日：
4月2日と30日を除く火曜
問い合わせ先／石炭記念館
☎0836-31-5281

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

5月6日（月・振休）まで

春のコレクション展 宇部派
UBEビエンナーレ鑑賞術
～作品プランから見る
　第28回展～

時間／10:00～16:00（入場は15:45まで）
今年の秋、野外彫刻になる彫刻の模型やドローイ
ングの展示■休館日：4月2日と30日を除く火曜
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)

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／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

5月12日（日）まで

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

山口

5月13日（月）まで

企画展
「昭和初期の宴会風景
～料亭菜香亭の写真帳より」

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7
時間／9:00～17:00
料亭菜香亭所蔵の写真帳より、昭和初期の宴会の
集合写真を展示します。当時の市民の服装と、当時
の料亭菜香亭の料理の出し方、什器の使い方、飾
りの仕方をごらんください。また、あわせてその什
器も展示します。■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-enkai.html

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

2020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　
　　　5月～閉館18：00
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／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

4月1日（月）～5月31日（金）

小企画展
「元号って何/ 
料亭菜香亭と行幸」

時間／9:00～17:00
元号についてちょっと学べる説明パネルと、戦前に
山口に行幸されたときの料亭菜香亭との関わりの
資料を紹介します。■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-gengo.html

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
を学べる小学生向け工作教室（1日4回・要整理券）
の3教室を、2日ごとに内容を入れ替えて実施しま
す。7日は随時工作2種類のみ実施します。また、春
休みアニメーション上映などもあります。■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（期
間中特別料金）、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

会場／ときわ動物園
          宇部市則貞3-4-1

宇部

4月1日（月）～5月6日（月・振休）

あなたの疑問に
飼育員がこたえます
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時間／9:30～17:00
■飼育に関する疑問を動物園内の募集ブースで受
け付けます。日時：4月1日（月）～14日（日）休園日：
4月9日（火）■料金：無料（ときわ動物園入園料が
必要）■募集した疑問の答えを展示します。日時：4
月17日（水）～5月6日（月・振休）場所：体験学習館
モンスタ 休園日：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／山陽小野田市歴史民俗資料館
          山陽小野田市栄町2-21

4月2日（火）～5月25日（土）

歴史民俗資料館展示
「10分でわかる
山陽小野田市の歴史」

時間／9:00～17:00
通常の常設展示をコンパクトにまとめ、山陽小野田市
の歴史をどなたにでも分かりやすく紹介しています。
この機会に、山陽小野田市の歴史を学んでみません
か。■入場料：無料■休館日：月曜、祝日、5月7日（火）
問い合わせ先／山陽小野田歴史民俗資料館
☎0836-83-5600
□HP  http：//www.sanyo-onoda.lg.jp/site/rekimin./

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
「四境戦争への道
～慶応前期の
大村益次郎と長州藩～」

時間／9:00～17:00

山陽
小野田

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／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5日（金）～13日（土）

パラサイクリング
（障がい者自転車競技）
キャンプ見学

時間／10:00～12:00、14:30～17:00
　　　（13日は午前中のみ）
山陽小野田市は一般財団社団法人日本パラサイクリ
ング連盟と協定を締結し、2020年東京パラリンピッ
クの事前キャンプ地となっています。同連盟のパラサ
イクリング選手が山陽オートレース場で練習合宿を行
います。懸命に努力する選手を姿を目の前で見学でき
るチャンスです。みんなで選手に熱い声援を送ろう!
【選手を間近で見学できる！ キャンプ特別見学会】■4
月６日（土）16：00～■ところ：山陽オートレース場走
路内■申し込み方法：山陽小野田市シティセールス課
窓口または電話■申し込み期限：４月5日（金）17：00
まで※天候等で変更があります。■入場料：無料
問い合わせ先／山陽小野田市シティセールス課
☎0836-82-1241

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
無料開館

時間／6日 9：00～18：00
　　　７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/

山陽
小野田

宇部

4月6日（土）、7日（日）

石炭まつり
会場／石炭記念館
          宇部市大字沖宇部254
時間／10:00～15:00
楽しいイベントやワークショップなどを開催します。
問い合わせ先／石炭記念館
☎0836-31-5281

会場／井上公園、県道204号周辺
          山口市湯田温泉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

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、6日夜は白狐姿のたい
まつ行列で賑わいます。7日のパレードなど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／若山公園野外ステージ
          山陽小野田市
          大字小野田字三の宮2055-1

4月6日（土）

若山公園
さくらまつり

時間／10:30～
公園がピンク色に染まる約300本の桜。ドラマチッ
クな夜桜も楽しむことができます。■内容：オープニ
ング（須恵太鼓）、式典、もちまき、バンド演奏、大正
太鼓演奏、舞踊、フラダンス、福引大会ほか※雨天
の場合は山陽小野田市商工センター（山陽小野田
市中央2-3-1）で開催します。
問い合わせ先／若山公園協賛会（公園通出張所）
☎0836-83-2229

山陽
小野田

会場／美祢市役所裏駐車場内
　　　および美祢さくら公園
          美祢市大嶺町東分326-1
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

美祢

4月6日（土）

第32回みね桜まつり
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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

4月6日（土）

野菜ソムリエ×
飼育員のおはなし
「野菜をおいしくたべよう!」

時間／13:00～14:00
■定員：先着15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

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。■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／津和野藩校養老館
          津和野町後田

津和野

4月7日（日）

津和野藩校養老館
オープン

時間／10:00～
　　　（オープン翌日以降9:00～17:00）
2016（平成28）年より修復工事を実施してきた島
根県指定史跡「津和野藩校養老館」が新たな文化施
設としてオープンします。10:00から津和野町文化
財保護審議会の松島弘会長による講演会、13:00か
ら武道場の一般公開が始まります。■料金：100円

問い合わせ先／津和野町郷土館
☎0856-72-0300

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

4月7日（日）

春のコレクション展宇部派
チョーコクンキャンディ
プレゼント

時間／10:00～

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

4月7日（日）

竜王山さくらまつり

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

山陽
小野田

時間／10:00～13：30

■定員：来場者先着200人
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282

会場／秋吉台エコ・ミュージアム前
          美祢市美東町

美祢

4月7日（日）

第16回大正洞
桜まつり

問い合わせ先／秋吉台エコ・ミュージアム
☎08396-2-0605
□HP  https://karusuto.com/event/
　taishodo-sakuramatsuri2019/

会場／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1

宇部

4月7日（日）

さくらまつり

時間／10:00～15:00
音楽やダンスのステージイベントや屋台村、さくら
スイーツフェアを開催。
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／行進　12:50：津和野駅スタート
　　　灌仏会14:30：永明寺

津和野

4月7日（日）

第90回花まつり

花まつりは、津和野伝統行事のひとつでお釈迦様のご
誕生をお祝いして毎年行われています。白象を引いて
町内を歩くパレードには、稚児行列が加わります。
問い合わせ先／（一社）津和野町観光協会
☎0856-72-1771

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
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/

時間／10:00～15:00
大正洞入口に並ぶ桜並木をめでながら、ステージイ
ベントを開催。会場には各種バザーも出店されます。

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7
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会場／維新百年記念公園メーン駐車場集合
          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
取っ扱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

会場／むつみ物産販売交流施設
　　　（萩・むつみの恵）前
          萩市大字高佐下2674-76

萩

4月14日（土）

むつみ菜の花まつり

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

会場／ときわ湖畔北バス停集合
          宇部市上宇部

宇部

4月13日（土）

てくてくときわ公園
「ときわ湖畔の早春の
花をさがそう!」

時間／9:50～12:30
黒岩観音、ときわスポーツ広場などを巡ります。（約
3.5km）※少雨決行■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12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／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）

4月13日（土）

噺家 月亭方正落語会

時間／開場17:30、開演18:30
人気噺家月亭方正ほか豪華
メンバーによる落語会。講演
後は、縁起物抽選会を開催
します。■入場券：指定席：前
売券3 , 0 0 0円 /当日券
3,500円、自由席：前売券
2,500円/当日券3,000円、
中学生以下：特別限定券
500円（100枚限定自由席
のみ）※前売券が完売した
場合は当日券はありません。■チケット販売所：おの
だサンパーク、不二輸送機ホール、山陽商工会議所
問い合わせ先／山陽商工会議所
☎0836-73-2525

山陽
小野田

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

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／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。1999（平成11）
年に開設されたシャクナゲ園には、十数種類、約
1,000本のシャクナゲが植えられています。境内で
は、バザー等の催しが行われます。■観覧料：無料
問い合わせ先／宇佐八幡宮
☎0835-36-1154
□HP  https://visit-hofu.jp

会場／うべ新鮮市場 元気一番
          宇部市八王子町12-24

宇部

4月13日（土）

うべ新鮮市場　
元気一番「周年祭」

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

会場／ときわ公園ぼたん苑
          宇部市野中3-3

宇部

4月8日（月）

ぼたん・しゃくやくまつり

時間／18:30～
■ぼたん苑ライトアップ　日時：4月8日（月）～5月
12日（日）18:30～22:00■ぼたん苑お茶の接待
日時：4月21日（日）10:00～、先着200人、有料
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

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

■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

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

時間／8:20～15:00

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355
　　　長門峡

会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

4月13日（土）～6月23日（日）

コレクション展示
「山頭火を書いた
現代人」

時間／10:00～18:00
大正から昭和初期にかけて活躍した自由律俳人とし
て知られる山頭火は、その生き方・俳句によって現代
に生きる我々をも魅了します。今回の企画展では、山
頭火ブームの火付け役となった永六輔や、防府市に
ゆかりのある方々等、現代人７名を取り上げ、それら
の人々が山頭火句を書画で表現した作品を展示しま
す。現代まで衰えない山頭火の魅力をぜひ身近に感
じてみてください。■入館料:無料■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/



2 0 1 9 . 0 4 _ A p r .

0 6

宇部

4月14日（日）、5月4日（土・祝）

園芸相談

時間／10:00～14:00
萩市むつみ地域にある「むつみひまわりロード」周辺で
は、春になると約3.5haの広さに色鮮やかな菜の花畑
が広がります！ ゆっくり訪れるむつみの春は「小さな幸
せ」でいっぱい! 大切な人とぜひ見に来てください♪ 
【出店】むつみバーガー、おにぎらーず、菜の花シフォ
ンケーキ（むつみ・キッチンばぁ～ば）、やきそば、からあ
げなど（味酔）【イベント】菜の花スケッチ体験など
問い合わせ先／むつみ総合事務所 産業振興部門
☎08388-6-0211
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=900079

宇部

4月20日（土）、21日（日）

私は何の飼育員でしょう? 
クイズラリー

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/

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）に延期
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20
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

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

4月17日（水）～7月28日（日）

企画展
「沸騰する精神―
―詩人・上田敏雄」

時間／9:00～17:00
　　　5月～閉館18:00
1900（明治33）年、現在の山口県防府市に生まれ
た上田敏雄は、1928（昭和3）年に、日本初のシュ
ルレアリスム（超現実主義）宣言を発表します。中
也とは、1931（昭和6）年に入学した東京外国語学
校の同級生の間柄で、中也は詩集『山羊の歌』を上
田に献呈しています。本展は、絶えず変化し、常に
新しい詩精神によって詩をつくり続けた詩人・上田
敏雄の全貌を、貴重な直筆資料の展示を中心に紹
介します。■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
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.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、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、ぜひ皆様お誘いあ
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）

流鏑馬神事

時間／午前の部11:00～
　　　午後の部14:00～
日本に現存する流鏑馬の馬場としては最古の姿を
残す、鷲原八幡宮で行われる勇壮な儀です。人馬
一体となる流鏑馬の迫力は必見です。
問い合わせ先／（一社）津和野町観光協会
☎0856-72-1771

時間／①10:00～12:00
　　　②13:00～16:00
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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

4月20日（土）～5月6日（月・振休）

防府天満宮 大石段花回廊

花回廊は、防府の春のシンボルとして有名です。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を並べ、大きな花文字をつくりあげ
ます。4月中は「平成」を、５月1日からは新元号を描きます。
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／ときわ動物園入口で受け付け
          宇部市則貞3-4-1
時間／9:30～17:00
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会場／前夜祭 萩の宿常茂恵
          萩市土原弘法寺608-53
　　　対局 松陰神社立志殿
          萩市椿東1537　※観戦不可
          22日（月）、23日（火）
　　　大盤解説会 萩市民館大ホール
          萩市江向495-4
          23日（火）10:00～

萩

4月21日（日）～23日（火）

第77期名人戦
第2局萩対局

時間／前夜祭　21日（日）18:00～
【前夜祭】■料金：8,000円（高校生以下3,500円※
要同伴者）■定員：100人（先着順）【大盤解説会】■
料金：1,000円■申し込み方法（共通）：萩市企画政
策課備え付けのチラシまたは萩市HPから申し込み
問い合わせ先／萩市総合政策部企画政策課
☎0838-25-3102
　kikaku@city.hagi.lg.jp
□HP http://www.city.hagi.lg.jp/

会場／きららガラス未来館
          山陽小野田市焼野海岸

4月21日（日）、28日（日）、
5月3日（金・祝）、4日（土・祝）、5日（日・祝） 

ガラス作品制作体験

時間／吹きガラス体験　
　　　4月21日(日)、28日(日)、
　　　5月3日(金・祝)、4日(土・祝)
　　　①9:00～②13:30～
　　　サンドキャスト体験　
　　　5月5日(日・祝)
　　　①9:00～②10:30～
■対象：小学1年生以上■料金：吹きガラス2,620円
～、サンドキャスト1,590円～■定員：吹きガラス体験
各回5人、サンドキャスト体験各回10人■申し込み方
法：電話※作品のお渡しは制作後の1週間後です。
ゴールデンウィーク期間中の体験作品は2週間後以
降にお渡しします。※随時体験も各種あります。詳し
くは電話またはHPをご覧ください。

会場／ときわ動物園
　　　ふれあい動物広場
          宇部市則貞3-4-1

宇部

4月21日（日）

ふれあい動物
ちょこっと飼育体験!

時間／15:30～16:00（受け付けは15:15～）
ふれあいどうぶつの飼育体験ができます。■料金：
200円（動物園入園料が別途必要）■定員：先着10人
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

山陽
小野田

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

会場／梶漁港市場周辺
          山陽小野田市大字郡5565

4月21日（日）
梶漁港 日曜朝市
15周年記念イベント

時間／6:30～
日曜朝市の15周年記念イベントを行います。恒例の無料配
布や、水揚げされたばかりの魚介類、新鮮な野菜が並びま
す。梶漁港では、正月やしけで出港できない日を除き、毎週
日曜7：00から朝市を行っています。早起きをして、ぜひお出
かけください。■内容：活魚、新鮮野菜の販売（6:30～）、あ
さり汁、炊き込みごはんの無料配布（7:00～、先着200人）
問い合わせ先／山口県漁協厚狭支店
☎0836-74-8221

山陽
小野田

会場／萩市見島地区

萩

4月20日（土）、21日（日）

バードウォッチング
2019in見島

見島は渡り鳥の中継地として、バードウォッチングが全国
的にも有名な場所。4月から5月はベストシーズンで、冬
鳥と夏鳥が一緒に見られる時期です。■20日（土）は
10:30までに見島小中学校グラウンドに集合。21（日）は
7：30までに宇津港萩海運待合所前に集合。日本野鳥の
会会員を講師に招き、各グループに分かれてコースを散
策します。初心者の方でも安心して楽しめます。■持参
品：双眼鏡など■料金：1,000円（保険料・テキスト代）■
定員：40人■申し込み方法：参加者の氏名、住所、電話番
号を見島観光協会へ電話■申し込み期限：4月12日（金）
問い合わせ先／見島観光協会
☎0838-23-3311

会場／ときわ動物園
　　　パタスモンキー展示場前
          宇部市則貞3-4-1

宇部

4月20日（土）、21日（日）

動物のお宅拝見! 
パタスモンキー 

時間／13:00～13:30
パタスモンキーの展示場に入って飼育員のお仕事
を体験しよう! ■料金：無料（動物園入園料が別途
必要）■定員：各日先着20人
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／（一社）須佐おもてなし協会　
いかマルシェ
☎08387-6-3380

会場／江汐公園
          山陽小野田市大字高畑字西山根401-1

4月21日（日）

第51回江汐公園つつじまつり

時間／10:00～15:00
江汐公園の最大の特徴でもある、市の花に指定され
ているツツジを楽しめます。■内容：ステージイベン
ト、もちまき、バザー、スタンプラリー、フリーマーケッ
ト、人力車体験。バードウォッチングなど※雨天の場
合はイベントの一部を中止する場合があります。
問い合わせ先／江汐公園管理棟
☎0836-83-5378

山陽
小野田

問い合わせ先／きららガラス未来館
☎0836-88-0064
□HP  http://www.onodaglass.jp

ときわ動物園内を歩きながらクイズに挑戦しよう! ■料
金：ときわ動物園入園料が必要■定員：各先着200人
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

会場／JR須佐駅前「いかマルシェ」
          萩市大字須佐429-4

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
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会場／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1 

宇部

4月28日（日）、29日（月・祝）

宇部麦酒祭 
in ときわ公園

時間／11:00～15:00
レアな地ビールやクラフトビールと宇部自慢のおつ
まみが楽しめます。
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551
□HP  http://www.haginet.ne.jp/users/hagi-cci/
　hagiyakimaturi/

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254
時間／10:30～14:30
スチレンボードを好きな形に切って、インクをつけて
布にペタペタスタンプのように押してオリジナルエコ
バッグを作ります。■料金：300円■定員：各先着50人
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282

会場／発着場：須佐漁港
　　　（JR須佐駅から海側へ200ｍ）

萩

4月28日（日）～5月5日（日・祝）

須佐湾遊覧船 
〈ジオクルージング〉

時間／10:00～15:00
須佐湾は、北長門海岸国定公園の北端に位置し、日
本地質百選「ホルンフェルス」や断崖・奇岩など、絶
景の数々が点在します。約1億年前（恐竜がいたこ
ろ）の火山活動によりできた「屏風岩」や約1650万
年前、日本海で最初に堆積した地層、その中に入り
込んだ斑れい岩、その周辺の地層がマグマの熱で
焼かれてできた「ホルンフェルス」など…火山活動
と海が作りだした景観を現役漁師が操縦する漁船で
間近に体感できます。■料金：大人1,800円（1,600
円）、小学生以下900円（800円）、3歳未満無料※
海が時化の場合は、湾内コース約30分　大人
1,400円（1,200円）、小学生以下700円（600
円）、3歳未満無料※（　）内は20人以上の団体料
問い合わせ先／（一社）須佐おもてなし協会　つわぶきの館
☎08387-6-2266
□HP  http://kanko.susa.in/weblog/susa-yuran/

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27日（土）～6月9日（日）

特別展
「究める! マグネット展」

時間／9:30～17:00（入館は16：30まで）
日常生活で活用される磁石の世界について、磁石
が引き起こす実際の現象を実験装置で体験できる
特別展です。■観覧料：高校生以上300円、小中学
生：200円、幼児無料※割引等適用対象：団体（20
人以上）、障がい者手帳をお持ちの方とその介護
者、防府市文化振興財団会員■休館日：4月29日、
5月6日を除く月曜、5月7日（火）、8日（水）
問い合わせ先／防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール） 
□HP  http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

4月27日（土）

母の日
フラワーアレンジメント

時間／14:00～15:30
■料金：3,000円■定員：先着15人■申し込み方法：電
話またはFAX■申し込み期間：4月3日（水）～22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／石炭記念館
          宇部市大字沖宇部254

宇部

4月27日（土）～5月6日（月・祝）

冒険ラリー

時間／9:30～17:00
クイズに答えて景品をゲットしよう! ■料金：無料
問い合わせ先／石炭記念館
☎0836-31-5281

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

4月27日（土）、28日（日）

エビネ花展

時間／9:15～20:00（28日は15:00まで）
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／JR厚狭駅またはJR美祢駅集合
　　　別府弁天池、安藤庭園、
　　　長門市内、俵山温泉しゃくなげ園、
　　　道の駅「おふく」

美祢

4月27日（土）

安藤庭園のつつじと
俵山温泉しゃくなげの観賞

時間／8:15～16:50
約3万本の「日本しゃくなげ」「西洋しゃくなげ」が
咲き誇る! ■料金：大人：4,000円　小人：3,000円
■定員：25人（最少催行人員：15人）■申し込み方
法：電話またはFAX■申し込み期限：4月17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／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」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／ときわ動物園各展示場前
          宇部市則貞3-4-1

宇部

4月27日（土）～5月6日（月・振休）

GW特別イベント

コツメカワウソのえさやり体験、アルパカお散歩、ト
カラヤギえさやり体験、特別ガイド、イントゥーザワ
オ、リスザルアドベンチャーラフティングなど※時間
はイベントにより異なる■料金：イベントにより異なる
（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
          宇部市大字沖宇部254

宇部

4月26日（金）～28日（日）

宇部陶芸連盟　
新作陶芸展

時間／9:00～17:00（最終日は16:00まで）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

宇部

4月28日（日）、29日（月・祝）

ペッタンコ版画で
エコバッグ
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会場／ときわ動物園
          宇部市則貞3-4-1 

宇部

5月1日（水・祝）～3日（金・祝）

動物園こども無料デー
（新元号記念）

■対象：中学生以下
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541 

会場／萩市民体育館
          萩市大字椿3395-1

萩

5月1日（水・祝）～5日（日・祝）

萩焼まつり

時間／9:00～17:30
毎年、約50の萩焼窯元や販売店が出店し、5日間大
即売を行います。販売価格も通常より安く、品揃え
も豊富です。また、会場では萩の特産品の販売や、
ろくろを使って実際に萩焼が作れる「ろくろ体験
コーナー」、萩焼の器を使った「テーブルコーディ
ネート展」などもあります。この機会に400年の歴
史を誇る萩焼にふれてみてはいかがでしょうか?
問い合わせ先／萩商工会議所
☎0838-25-3333
□HP  http://www.haginet.ne.jp/users/hagi-cci/hagiyakimaturi/

宇部

4月29日（月・祝）

植物館でヨガ体験!

時間／18:00～19:00
■料金：500円■定員：先着10人■申し込み方法：電話
またはFAX■申し込み期間：4月3日（水）～22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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

4月30日（火・祝）

ハーブ講座
「ハーブやスパイスなどで
デコレーションクラフトを
楽しみましょう!」

時間／17:00～19:00
■持参品：エプロン等汚れても良い服装、筆記用具■
料金：900円■定員：先着10人■申し込み方法：電話
またはFAX■申し込み期間：4月3日（水）～25日（木）
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／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

4月29日（月・祝）

中原中也生誕祭
「空の下の朗読会」

時間／12:30～15:00
中原中也の生誕日に、詩の朗読を好んだ中也になら
い、一般の方々に詩を朗読していただきます。コンサー
トのゲストはメゾソプラノ・深川和美さんとリュート奏者・
高本一郎さんです。■料金：無料■定員：20組■申し込
み方法：朗読参加希望者は当日正午から受け付け
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／宇部市渡辺翁記念会館ほか
          宇部市朝日町8-1 

宇部

4月29日（月・祝）

桃色レンガの小径と
藤が咲き誇る松巌園

時間／13:00～ 
渡辺翁記念会館とその周辺地区を巡ります。■料
金：1,600円■定員：先着15人■申し込み方法：電話
問い合わせ先／宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050

会場／湯田温泉ユウベルホテル松政
          山口市湯田温泉3-5-8

山口

4月29日（月・祝）

第24回中原中也賞
贈呈式・記念講演

時間／16:00～18:20
第24回中原中也賞受賞者をお迎えし、山口萩焼の
陶板の賞状、正賞の中原中也ブロンズ像及び副賞
100万円を山口市長より贈呈いたします。また、
17:20～記念講演では、作家の赤坂真理氏による
記念講演を開催いたします。■料金：無料
問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-2717

会場／JR厚狭駅商店街

4月29日（月・祝）

寝太郎まつり

時間／11:00～15:30 
寝太郎さんの偉業を偲んで行われる伝統のお祭り。
寝太郎権現像の開帳がされ、千石船を表現した山車
（鴨橋スタート）がまちを繰り出し、寝太郎踊り、寝太
郎太鼓などを披露します。厚狭駅前特設ステージで
は、各種ステージイベントが行われ、青空レストランな
ども開店! みなさん、ぜひお越しください。※小雨決行

山陽
小野田

会場／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1 

宇部

4月28日（日）

キッズフリマ

時間／13:00～14:30
小学生以下の子どもだけで実施するフリーマーケットです。
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

4月29日（月・祝）

中原中也生誕祭 無料開館

時間／9:00～18:00
中原中也の生誕日は、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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

4月29日（月・祝）

テラリウムを作ろう!

時間／①10:00～12:00
　　　②13:30～15:30
■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：4月3日（水）～22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／平和通り　
          宇部市中央町

宇部

4月28日（日）
まちなか
WAKUWAKUフェスタ

時間／11:00～15:00
地元店の料理、ステージイベント、ワークショップな
どをお楽しみください。
問い合わせ先／宇部市共生社会ホストタウン推進グループ
☎0836-34-8468

会場／ときわミュージアム　
          宇部市野中3-4-29

問い合わせ先／山陽商工会議所
☎0836-73-2525
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会場／常盤通り周辺
          宇部市役所周辺国道190号
          （5日は交通規制あり）

宇部

5月3日（金・祝）～5日（日・祝）

新川市まつり

期間中のイベントは5月5日（日・祝）がメーン。市民
公募で選ばれた花嫁花婿の門出をまちじゅうで祝う
「うべ狐の嫁入り行列」、市内のクリエイターなどが
自ら生産・加工した商品やサービスを提供する「星★
町マルシェ」などのイベントが盛りだくさんです。
問い合わせ先／新川市まつり実行委員会
☎0836-31-0251

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025
　　　藤河内茶園
          宇部市小野藤河内

宇部

5月3日（金・祝）

八十八夜お茶まつり

時間／10:00～14:30（雨天時は13：30まで）
■茶摘み体験（10:30～14:00、参加費500円、新茶
30g付き、中学生以下無料）▽餅まき（12:30～）■
健康ウオークラリー■製茶体験■お茶の飲み比べ茶
レンジ■新茶・地元野菜・特産品の販売、バザーなど
問い合わせ先／宇部市農林振興課
☎0836-67-2816

会場／石炭記念館
          宇部市大字沖宇部254

宇部

5月3日（金・祝）～5日（日・祝）

石炭記念館ガイドツアー

時間／14:00～15:00
学芸員が館内の展示について解説します。■料金：無料
問い合わせ先／石炭記念館　
☎0836-31-5281

会場／萩城跡指月公園、
　　　旧久保田家住宅、
　　　旧厚狭毛利家萩屋敷長屋、
　　　萩博物館

萩

5月3日（金・祝）、4日（土・祝）

萩・大茶会

時間／10:00～15:00
萩藩時代から受け継がれている萩の茶の湯。市内4
流派によって萩城跡指月公園内にある花江茶亭な
ど市内にある文化財施設等で茶会が催されます。
江戸時代の町並みと、萩の歴史を感じながら、お抹
茶をお楽しみください。■前売り券/セット券（抹茶4
席）1,900円　セット券（抹茶2席）1,100円　■当
日券/1席券600円■前売券販売所：観光課、萩市
観光協会、萩商工会議所、萩温泉旅館協同組合
問い合わせ先／萩・大茶会実行委員会（萩市観光課内）
☎0838-25-3139
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.
　php?d=900014

会場／萩市萩往還交流施設
　　　「乳母の茶屋」と周辺民家
          萩市大字明木

萩

5月3日（金・祝）、4日（土・祝）

第16回萩往還まつり
「技・明木展」

時間／10:00～16:00
萩往還の宿駅として栄えた「明木市」で往時の賑
わいを再現して交流するイベント。■県内外の伝統
工芸品や地域の特産品の展示販売■オカリナ演奏
■ネパール・インドカレーなど飲食コーナーなど約
80店が出店予定です。
問い合わせ先／萩往還工芸まつり実行委員会
☎0838-55-0817（内村会長）

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月2日（木・祝）

ハーブ講座
「ハーブや野草などで
苔玉をつくり育てましょう!」

時間／①10:00～12:00
　　　②13:30～15:30
■持参品：エプロン等汚れても良い服装、筆記用具■
料金：800円■定員：各先着10人■申し込み方法：電話
またはFAX■申し込み期間：4月3日（水）～27日（土）
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／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

5月2日（木・祝）、3日（金・祝）

くるくるうちわであそぼう

時間／10:30～14:30
うちわの両面にぬり絵をして、くるくる回すと絵が
動いて音が鳴るうちわをつくります。■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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月2日（木・祝）

植物館で音楽を! 第一弾 
クイーンブイ　
ミュージックライブ 

時間／①18:00～18:30
　　　②19:00～19:30
■料金：無料
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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月1日（水・祝）

多肉サボテン寄せ植え

時間／①10:00～12:00
　　　②13:30～15:30
■料金：300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：4月3日（水）～
22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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会場／かんきつ公園・旧田中別邸

萩

5月11日（土）、12日（日）（予定）

萩・夏みかんまつり

時間／10:00～16:00

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月6日（月・振休）

ときわミュージアム
ステージイベント

時間／13:00～
■ファッションショー（宇部フロンティア大学附属香川高等
学校）13:00～13:15■ミュージカル（山陽ありすの家）
14:00～14:40■岩戸神楽舞15:30～16:00■料金：無料
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎0836-37-2888

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

5月9日（木）、16日（木）、
23日（木）、30日（木）

Cross-Cultural 
Understanding 
with International 
Students

時間／18:00～19:00
Yamaguchi University provides degree programs 
in English that do not require Japanese language 
nowadays. In other words, a lot of English 
speaking students can now enter Yamaguchi 
University. Some of the international students 
have teaching experiences in his/her country. 
Th i s　 lec tu re　prov ides　cross -cu l t u ra l 
understandings　with　mature　international 
students.　※Please note that instructors　and 
contents are subject to change due to unforeseen 
circumstances.■受講料：3,200円■定員：先着30人※
英語で講義します■応募要件：電話・FAX・はがきでお申し込
みの場合は、①氏名②氏名ふりがな③年代④性別⑤郵便番
号・住所⑥電話番号⑦受講希望講座名をお知らせください。
※メールでのお申し込みはできません。電話受付時間：月曜
～金曜9:00～17:00■申し込み方法：電話・FAX・はがき・イ
ンターネットのいずれか■申し込み期限：4月25日（木）
問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
☎083-933-5059　FAX083-933-5029
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/会場／美東展望台

          美祢市美東町長登

美祢

山口

5月5日（日・祝）

みずがめ座η（イーター）
流星群を秋吉台で眺める

時間／19:45～22:30
         （現地集合プランは21：30～）
山口市発着便（JR新山口駅～湯田温泉各バス停乗車）
で秋吉台へ! 気軽に流星群を眺めませんか? 現地（長
者ヶ森駐車場）集合プランもあります。■料金：山口市発
着プラン：3,500円（バス代・ガイド料・保険料込み）、現地

問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115　FAX0837-62-0899
□HP  https://karusuto.com/jitabi/20190505/

集合プラン：1,000円（ガイド料・保険料込み）■定員：山
口市発着プラン25人（最少催行人数：20人）、現地集合
プラン25人（最少催行人数：15人）■申し込み方法：電話
またはFAX■応募要件：食事は各自で済ませてからお越
しください。歩きやすい服装、懐中電灯などご用意くださ
い。■申し込み期限：4月24日（水）会場／山口市中央公園

          山口市中園町7

山口

5月5日（日・祝）

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／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

5月5日（日・祝）

凧をつくってあそぼう

時間／10:30～14:30
オリジナルの凧を組み立てて、飛ばして遊ぼう! ■
料金：300円■定員：先着100人
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282

会場／とき わミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月5日（日・祝）

叩き染めで
オリジナルトートバッグを
作ろう!

時間／13:30～15:30
■料金：300円■定員：先着10組※小学生以下は
保護者同伴■申し込み方法：電話またはFAX■申
し込み期間：4月3日（水）～22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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月3日（金・祝）

ハーブ講座
「ハーブやスパイスなどで
デコレーションクラフトを
楽しみましょう！」 

時間／17:00～19:00
■持参品：エプロン等汚れても良い服装、筆記用具■
料金：900円■定員：先着10人■申し込み方法：電話
またはFAX■申し込み期間：4月3日（水）～25日（木）
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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月4日（土・祝）

植物館で音楽を! 第二弾
ソレイユトリオ
ミュージックライブ

時間／①18:00～18:30
　　　②19:00～19:30
■料金：無料
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／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

5月3日（金・祝）

KENTO MORI WS
（ワークショップ） in ときわ公園

時間／①13:00～
　　　②16:00～　※各90分間
世界的ダンスアーティス
ト・振付師のケント・モリ
によるダンスレッスン。ダ
ンス経験・年齢問わず参
加できます。※参加者は
KENTOグッズの販売あ
り。グッズ購入者はサイ
ン・2ショット写真撮影
可。■料金：1レッスン
3,000円※特別料金■
申し込み方法：メールに氏名、電話番号、メールアド
レス、受講希望クラスを記入
問い合わせ先／事務局
☎090-5693-1156
　j.jackdp@gmail.com
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会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

5月18日（土）～6月11日（火）

企画展
「萩の夏みかん物語りⅠ」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
世界文化遺産の資産のひとつ萩城下町では、今も
夏みかんが栽培されています。萩の夏みかんは、明
治維新の後、禄を失った武士の救済のために、武家
屋敷地を利用して栽培が始まりました。高値で取引
が続き、結果として畑となった屋敷地が周囲の土塀
などとともに今に伝えられました。夏みかんに関わる
様々な物語を紹介し、関連の行事を開催します。■
入館料：大人510円、高校・大学生310円、小・中学
生100円　※割引等適用対象：団体（20人以上）、
障がい者手帳等をお持ちの方■休館日：会期中無休
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／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

5月13日（月）、20日（月）、
27日（月）、6月3日（月）

留学生を通した
異文化理解（中国編）

時間／18:00～19:00

山口大学には世界各地から留学生が学びに来てい
ます。この講座では、大学教員など母国での就労経
験のあるベテランの留学生が講師を務め、母国の
暮らしや文化を紹介します。彼ら・彼女らを通して、
日本と異なる暮らしや文化の理解につなげていき
たいと思います。※都合により講師・内容が一部変
更になる場合があります。■受講料：3,200円■定
員：先着30人■応募要件：電話・FAX・はがきでお申
し込みの場合は、①氏名②氏名ふりがな③年代④
性別⑤郵便番号・住所⑥電話番号⑦受講希望講座
名をお知らせください。※メールでのお申し込みは
できません。電話受付時間：月曜～金曜9:00～
17:00■申し込み方法：電話・FAX・はがき・インター
ネットのいずれか■申し込み期限：4月26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/

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

5月15日（水）、6月12日（水）、
7月10日（水）

アメリカ文学について
考える

時間／18:00～19:00
「文学史とは何か」「アメリカとは何か」について、
アメリカの歴史をふまえながら、アメリカ文学の正
典（キャノン）として位置づけられる重要な作家・作
品を中心に講義します。主に19世紀末から20世紀
にかけてのアメリカ文学作品を用いて、人種、性、
階級、宗教等の様々な要素からアメリカ文学につ
いて考えていきます。■受講料：2,400円 ■定員：
先着30人■応募要件：電話・FAX・はがきでお申し
込みの場合は、①氏名 ②氏名ふりがな ③年代 ④
性別 ⑤郵便番号・住所 ⑥電話番号 ⑦受講希望講
座名をお知らせください。※メールでのお申し込み
はできません。電話受付時間：月曜～金曜　9:00～
17:00■申し込み方法：電話・FAX・はがき・インター
ネットのいずれか■申し込み期限：5月7日（火）
問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
☎083-933-5059　FAX083-933-5029
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

会場／きらら交流館
          山陽小野田市焼野海岸

5月11日（土） 

ハーバリウム・
フラワーケーキ教室

時間／14:00～15:00
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、ハーバリウム教室とフラ
ワーケーキ教室を開催します。両教室を同時に受講
することもできます。母の日のプレゼントやお部屋の
インテリアに♪■対象：小学生以上■持参品：筆記用
具、はさみ■受講料：1,800円（材料費込み）※両講
座受講の方は3,400円■定員：先着20人■申し込
み方法：電話■申し込み開始日：4月5日（金）9:00
問い合わせ先／きらら交流館
☎0836-88-0200
□HP  http:www.kirara-k.jp

会場／山口大学吉田キャンパス、
　　　防府市内（予定）
          山口市吉田1677-1ほか

山口

5月13日（月）、20日（月）、
6月3日（月）

あなたを救う地質の
知識（土砂災害編）

時間／5月13日（月）、20日（月）：
　　　13:00～15:00
　　　6月3日（月）：13:00～16:00
災害から身を守るためには、防災用品だけではな
く、なぜ災害が起こるのか? についての基礎知識を
備えておくことも必要です。本講座では、地震や土
砂災害といった地質災害について理学的に解説
し、防災に対する自主的な応用力を養います。本編
では主に土砂災害の発生と復旧の一般論について
学んだのち、実際に土砂災害箇所の復旧状況を見
学し、身近なものとして感じてもらいます。■受講
料：5,650円（傷害保険料等含む）■定員：先着30
人■応募要件：電話・FAX・はがきでお申し込みの場
合は、①氏名②氏名ふりがな③年代④性別⑤郵便
番号・住所⑥電話番号⑦受講希望講座名をお知ら
せください。※メールでのお申し込みはできませ
ん。電話受付時間：月曜～金曜9:00～17:00■申し
込み方法：電話・FAX・はがき・インターネットのいず
れか■申し込み期限：4月26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/

山陽
小野田

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

5月11日（土）、12日（日）

菜香亭市民ギャラリー
「第9回フレッシュフラワー＆
プリザーブドフラワー
アレンジメント作品展
～山口の初夏を彩る～」 

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

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

5月11日（土）、18日（土）、25日（土）

SNS（Social 
Networking 
Service）との
上手なつきあい方

時間／13:30～15:00
「インターネットでショッピングをするけれど、なんだ
か不安」「LINEやfacebookが楽しくて便利だけど、
今の使い方で正しいの?」「子供のSNS利用は、危
険もあると聞くけれど、何に気をつけたらよいかわか
らない」。そんな不安をお持ちの方のための、イン
ターネットとSNSのセキュリティを解説する講座で
す。■受講料：3,600円■定員：先着40人（インター
ネットを利用している方）■応募要件：電話・FAX・は
がきでお申し込みの場合は、①氏名②氏名ふりがな
③年代④性別⑤郵便番号・住所⑥電話番号⑦受講希
望講座名をお知らせください。※メールでのお申し
込みはできません。電話受付時間：月曜～金曜9:00
～17:00■申し込み方法：電話・FAX・はがき・イン
ターネットのいずれか■申し込み期限：4月26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/

城下町の白壁や武家屋敷の土塀からのぞく夏みか
んは、その時代の名残とともに萩の情緒を感じさせ
る風景となっています。5月上旬～中旬頃には、白
い小さな花が咲き誇り、まちじゅうが甘い香りに包
まれます。萩城下町の夏みかんの花のかおりは、環
境省選定「かおり風景100選（2001〈平成13〉年
11月認定）に山口県で唯一選ばれています。「萩・
夏みかんまつり」は、萩の特産品である夏みかんづ
くしのイベントで、会場であるかんきつ公園には、
夏みかん約100本をはじめとする柑橘類10種約
380本が植えられています。夏みかんまつりでは、
夏みかん・夏みかん製品販売や。郷土芸能の披露、
抹茶席など。催しが盛りだくさん! ぜひこの季節な
らではの萩の風景をお楽しみください。
問い合わせ先／萩・花ごよみ実行委員会（萩市観光課内）
☎0838-25-3139
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.php?d=900015
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会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

5月29日（水）、
6月5日（水）、12日（水）

スペイン・パンプローナとの
出会い

時間／13:00～14:30
山口市がスペインのパンプローナと姉妹都市の締
結をしているのは、ご存じでしょうか。2020年東京
オリンピック・パラリンピック競技大会においては、
水泳スペイン代表チームの事前キャンプ地にも決
定しました。山口市の国際交流員の方のお話も交
えながら、スペインやパンプローナの魅力を文化・
文学・ことばから学んでみませんか。■受講料：
3,600円■定員：先着25人■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■申し込み方法：電話・FAX・はが
き・インターネットのいずれか■申し込み期限：5月
15日（水）
問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
☎083-933-5059　FAX083-933-5029
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

会場／山口大学医学部附属病院 
　　　A棟ガレリアエントランス受付
          宇部市南小串1-1-1
          ※お車で来院される方は、外来駐車場を
          ご利用の上、駐車券を受付まで
          お持ちください。

宇部

5月18日（土）

山口大学医学部附属病院
新病棟内覧会

時間／14:00～17:00（受け付けは16:30まで）
6月24日開院予定の新病棟の中を、一足先にご覧に
なってみませんか? 当日は順路に従って、普段なか
なかご覧になる機会のない手術部や集中治療部、ホ
スピタルアートいっぱいの小児科病棟、オーディトリ
アム（大講義室）を見学いただけます。■料金：無料
問い合わせ先／山口大学医学部経営企画課病院整備計画係
☎0836-22-2019、0836-22-2085　
FAX：0836-22-2145
　me219@yamaguchi-u.ac.jp
□HP  http://h-seibi.hosp.yamaguchi-u.ac.jp

［特別なお知らせ］

会場／やまぐちリフレッシュパーク（予選）
          山口市大内長野1107
　　　湯田温泉内ホテル（決勝トーナメント）
          山口市湯田温泉　

山口

5月25日（土）

第8回湯田温泉
スリッパ卓球大会

時間／10:00～19:00
卓球女子日本代表石川佳純選手の出身地である卓球
王国山口において、温泉地ならではの発想でラケット
をスリッパに持ち替えて戦うB級スポーツ「湯田温泉ス
リッパ卓球大会」が開催されます。毎年、仮装して参加
される方も多く、職場仲間や友人・知人と「遊びを極め
た真剣勝負!?」を楽しんでください。湯田温泉入浴券も
プレゼントします。参加申し込みなどの情報は「湯田温
泉スリッパ卓球大会Facebook」をご確認ください。
（今年は“ダブルスのみ”で開催します）■料金：3,000
円（1組2名分）■定員：一般の部（卓球経験者）/200組
程度 未経験者の部/200組程度■申し込み方法：FAX
■応募要件：中学生以上■申し込み期限：5月7日（火）
問い合わせ先／湯田温泉スリッパ卓球大会実行委員会　
☎083-925-6843 FAX：083-925-6851
□HP  https://www.facebook.com/yudaonsen.slipper

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：①大会趣
旨を理解し、諸規定を遵守できる方②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③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
　info@itadaki.jp
□HP  http://mine-mamachari.jp

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

5月19日（日）

防府市文化振興財団 
文化講演会　
パックンマックン講演会
「パックンマックンの
笑撃的国際交流」

時間／15:30～17:00（予定）
日米お笑いコンビのパイオニア・パックンマックンによ
る、外国人へのおもてなし、コミュニケーション、英語
など国際交流についての講演会です。防府市文化振
興財団会員は、18日・19日の2日間開催する文化講
演会の、どちらか1公演に無料ご招待いたします。新
規会員も募集中です。是非ご来場ください。■入場料：
財団会員：18日・19日開催の文化講演会どちらか1公
演は無料 一般：2,000円（当日500円高）※3歳以上
有料。3歳未満でも席が必要な場合は有料。※財団会
員が2公演ともご来場の場合1枚に限り500円引。■
チケット販売所：アスピラート、防府市公会堂（文化福
祉会館2F仮事務所）、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※財団会員
の招待券発行は、アスピラート、防府市公会堂のみ。
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団（アスピラート）
☎0835-26-5151
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃aspi-111/

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

5月18日（土）

防府市文化振興財団 
文化講演会　
平井信行講演会
「地域でできる防災対策
～異常気象に備えて～」 

時間／15:30～17:00（予定）
テレビの気象情報でお馴染みの気象予報士・防災
士の平井信行さんが、異常気象により多発してい
る自然災害、そして防災対策についてお話します。
防府市文化振興財団会員は、18日・19日の2日間
開催する文化講演会の、どちらか1公演に無料ご招
待いたします。新規会員も募集中です。是非ご来場
ください。■入場料：財団会員：18日・19日開催の文
化講演会どちらか1公演は無料　一般：2,000円
（当日500円高）※3歳以上有料。3歳未満でも席
が必要な場合は有料。※財団会員が2公演ともご来
場の場合1枚に限り500円引。■チケット販売所：ア
スピラート、防府市公会堂（文化福祉会館2F仮事
務所）、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 ※財団会員の招待
券発行は、アスピラート、防府市公会堂のみ
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団（アスピラート）
☎0835-26-5151
□HP  http://www.c-able.ne.jp/̃aspi-111/
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