平成３１年４⽉⼭⼝市⻑定例記者会⾒

記者発表資料
件 名：

ＧＷ１０連休（プラチナウィーク）における本市への誘客の取組について

担当課：

交流創造部 政策管理室（電話：083-934-2757）

１．ＧＷ１０連休（プラチナウィーク）における本市への誘客の取組について

４⽉２７日から５⽉６日の１０日間に及ぶ大型連休、いわゆるプラチナウィー
クは、本市における交流⼈⼝をさらに拡大させる絶好の機会であり、より多くの皆様
が本市にお越しいただけますよう、様々なイベントを実施いたします。
これらのイベントについて、すでに HP 等における告知を⾏っているところですが、
プラチナウィークを直前にし、改めて御案内いたします。

【イベント内容については、別添資料参照。】
※山口市観光情報サイト「西の京やまぐち」も御覧ください。
（http://yamaguchi-city.jp/event/a_area/18956.html）

ＧＷ１０
ＧＷ１０連休
１０連休（
連休（プラチナウィーク）
プラチナウィーク）における本市
における本市への
本市への誘客
への誘客の
誘客の取組
４月
NO.

内容
27(土) 28(日) 29(月) 30(火) 1(水)

1

５月

項目名

山口ゆめ回廊モニ
ターツアー

狐の足あと・中原中
2 也記念館連携イベン
ト

2(木)

3(金)

4(土)

5(日)

6(月)

・山口県央連携都市圏域７市町の魅力ある観光
資源を再認識する日帰りモニターツアーを実施
（4/27、5/1、5/2、5/4、5/6）
・ＳＮＳの投稿でプレミアムグッズをプレゼント
・相互割引 ＋ ノベルティグッズをプレゼント
・十朋亭維新館観覧料無料(5/1～5/5）

3

十朋亭維新館イベン
ト

・ファミリーデーの実施(5/5)
・長沼隆代さん制作の和紙人形の展示
・山口市の幕末・明治維新のスポットへ行こう！

4

プラチナウィークは着
物deおさんぽ

・山口県立美術館の特別展「扇の国、日本」を着
物で御鑑賞の方に様々な特典あり

5

山口市菜香亭イベン
ト

・小企画展「元号って何／料亭菜香亭と行幸」
・企画展「昭和初期の宴会風景～料亭菜香亭の
写真帳より」

6 端午deさんぽ

・大殿大路界隈を五月人形やこいのぼりで彩り、
イベントを開催

7

山口情報芸術セン
ター［YCAM］イベント

・「スポーツハッカソン」(5/3、5/4)、「第４回未来
の山口の運動会」(5/5)の開催

8

中原中也賞贈呈式・
中原中也生誕祭

・中原中也記念館入館料無料(4/29)

9

中原中也記念館企画
展

・第１６回テーマ展示「四季詩集－中也とめぐる
春夏秋冬」
・企画展「沸騰する精神－詩人・上田敏雄」

10

レノファ山口ホーム
ゲーム

・レノファ山口 vs. ツエーゲン金沢(4/28)

11

青空天国いこいの広
場

・「遊び」を通じて、子ども同士のつながりや新し
い体験の場とするイベントの開催（5/5）

12

山口オクトーバーフェ
スト2019

・ドイツビールの祭典（4/26～5/6）
・「山口ゆめ回廊ブース」の出展

ＧＷ１０
ＧＷ１０連休
プラチナウィーク）における本市
における本市への
１０連休（
連休（プラチナウィーク）
本市への誘客
への誘客の
誘客の取組
10 連休となる今年のゴールデンウィーク、山口市では楽しいイベントが沢山開催されます。
皆様ぜひお越し下さい！

＜山口ゆめ
山口ゆめ回廊
ゆめ回廊モニターツアー
回廊モニターツアー＞
モニターツアー＞
圏域７市町の魅力ある観光資源を再認識する日帰りモニターツアーを実施します。
旅行プランは、防府・宇部を巡るコース、防府・山口を巡るコース、山陽小野田・宇部を巡るコースの 3 つです。
参加費はお 1 人様 1000 円のとってもオトクなツアー！ぜひご参加ください。
■開催日：4/27・5/1・5/2・5/4・5/6（コースにより異なる）
■料 金：お１人様１０００円
■問合先：山口観光コンベンション協会☎083-933-0088
※詳細は → 山口市観光情報サイト「西の京やまぐち」（http://yamaguchi-city.jp/event/18969.html）

＜狐の足あと・中原中也記念館連携
あと・中原中也記念館連携イベント
中原中也記念館連携イベント＞
イベント＞
①ＳＮＳの
ＳＮＳの投稿でプレミアムグッズプレゼント
投稿でプレミアムグッズプレゼント
来館記念に 2 つの施設のフォトスポットで写真を撮り、インスタグラム・ツイッタ―へ投稿すると抽選で 100 名
に、狐の足あと（湯田温泉グッズ）・中原中也記念館のグッズを詰め合わせたプレミアムグッズをプレゼント！
②相互割引＋
相互割引＋ノベルティプレゼント
両施設で毎日合計先着 100 名に、割引とあわせてノベルティプレゼント。
狐の足あとで足湯の利用→中原中也記念館で入館の際、狐の足あとレシート提示で記念館入館料が 100
円引き＋ノベルティプレゼント。
または、中原中也記念館の入館→狐の足あとで足湯利用の際、中原中也記念館入館チケット半券提示で足
湯料金が半額（大人 100 円引、小・中学生 50 円引き）＋ノベルティプレゼント。
■開催日：4/27（土・祝）～5/6（月・祝）※②相互割引＋ノベルティプレゼントは 4/29 を除く。
■時 間：【中原中也記念館】4 月は 9：00～17：00、4/29 と 5 月は 9：00～18：00、
【狐の足あと】8：00～22：00
■問合先：中原中也記念館☎083-932-6430／狐の足あと☎083-921-8818
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＜十朋亭維新館イベント
十朋亭維新館イベント＞
イベント＞
①改元記念 十朋亭維新館観覧料無料
改元を記念して、下記期間中、十朋亭維新館本館展示室の観覧料が無料になります。
■期 間：5/1（木・祝）～5/5（日・祝）9：00～17：00
■場 所：十朋亭維新館展示室
■問合先：十朋亭維新館☎083-902-1688、山口市文化交流課☎083-934-4155
②十朋亭維新館 ファミリーデー
5 月 5 日に来館された方、先着 200 名に”十朋亭維新館ロゴ入り付箋”をプレゼントします。
■開催日：5/5（日）9：00～17：00
■問合先：十朋亭維新館☎083-902-1688、山口市交流創造部文化交流課☎083-934-4155
③長沼隆代さん
長沼隆代さん 新作和紙人形展
創作和紙人形作家・長沼隆代さんが、十朋亭維新館のために制作してくださった維新の志士達の和紙人形
を展示します。
■開催日：4/27（土・祝）～5/6（月・祝）9:00～17：00
■場 所：十朋亭維新館（萬代家主屋）
■料 金：無料
■問合先：十朋亭維新館☎083-902-1688、山口市交流創造部文化交流課☎083-934-4155
④山口市の
山口市の幕末・
幕末・明治維新のスポットへ
明治維新のスポットへ行
のスポットへ行こう！
こう！
鋳銭司郷土館、山口県立山口博物館、十朋亭維新館本館展示室に期間中にすべて入館された方（先着
500 名）に、オリジナルマスキングテープをプレゼントいたします！
■開催日：4/27（土・祝）～5/6（月・祝）9:00～17：00
■料 金：十朋亭維新館・鋳銭司郷土館・山口県立山口博物館 要入館料（ただし十朋亭維新館本館展示室
の観覧料は 5/1～5/5 は無料）
■問合先：十朋亭維新館☎083-902-1688、山口市交流創造部文化交流課☎083-934-4155
※十朋亭維新館ＨＰ（https://jippotei-ishinkan.jp/）
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＜プラチナウィークは着物
プラチナウィークは着物 de おさんぽ＞
おさんぽ＞
プラチナウィークは、山口市の大殿地域を着物でおさんぽしてみませんか？
山口県立美術館で開催中の特別展「扇の国、日本」を着物で御鑑賞の方には各日先着 50 名様に大内塗り
のお箸をプレゼントするほか、十朋亭維新館や大殿地域の飲食店などでも様々な特典が受けられます。
詳細はチラシをご覧下さい。
■開催日：4/27（土）～5/6（月）
■会 場：山口県立美術館及びその周辺
■問合先：山口市観光交流課☎083-934-2810

＜山口市菜香亭イベント
山口市菜香亭イベント＞
イベント＞
①小企画展「
小企画展「元号って
元号って何
って何／料亭菜香亭と
料亭菜香亭と行幸」
行幸」
4 月 1 日に新たな元号が発表されたのに合わせて、小企画展として「元号って何」を開催し、元号についてパ
ネルで学べるコーナーを設置します。
また、5 月 1 日に新たに天皇が即位されるのにあわせて、明治天皇・大正天皇（皇太子時代）・昭和天皇（皇
太子時代）が行幸されたときの料亭菜香亭の関わりを資料で紹介する小企画展「料亭菜香亭と行幸」を開催
します。
■開催日：4/1（月）～5/31（金）火曜休館、4/30 は開館
■時 間：9：00～17：00
■場 所：山口市菜香亭
■問合先：山口市菜香亭☎083-934-3312
②企画展「
企画展「昭和初期の
昭和初期の宴会風景～
宴会風景～料亭菜香亭の
料亭菜香亭の写真帳より
写真帳より
料亭菜香亭のアルバムより、戦前に料亭で宴会された時の集合写真 38 枚にその説明パネル、そして写真
に写りこんでいる什器等 21 点を展示しています。
■開催日：2/13（水）～5/31（金）火曜休館、4/30 は開館
■時 間：9：00～17：00
■場 所：山口市菜香亭
■問合先：山口市菜香亭☎083-934-3312
※山口市菜香亭ＨＰ（https://www.c-able.ne.jp/~saikou/index.htm）
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＜端午 de さんぽ＞
さんぽ＞
大殿大路界隈を五月人形やこいのぼりで彩ります。
期間中、お写ん歩フォトラリー、お写ん歩ツアー、にこ写ん歩などのイベントも開催します。ぜひお越し下さ
い。
■開催日：4/14（日）～5/6（月・祝）9：00～17：00
■場 所：大殿大路周辺（大内文化特定地域）
■問合先：大路ロビー☎083-920-9220
※イベントの詳細は→大路ロビーＨＰ（http://ojilobby.sblo.jp/article/185720296.html）

＜第４回未来の
回未来の山口の
山口の運動会＞
運動会＞
「ＹＣＡＭスポーツハッカソン２０１９」で生み出されたスポーツを体験する運動会形式のイベントです。さまざま
なメディア・テクノロジーやアイデアが詰め込まれた「未来の運動会」の種目が多数登場し、参加者はチーム
に分かれ、勝敗を競います。大人も子ども（小学生以上）も参加できます。
■開催日：5/5（日）
■時 間：11：00～17：30
■場 所：山口情報芸術センター スタジオＡ
■料 金：無料（要申込）
■問合先：山口情報芸術センター［ＹＣＡＭ］☎083-901-2222
※山口情報芸術センターＨＰ（https://www.ycam.jp/）

＜中原中也記念館イベント
中原中也記念館イベント＞
イベント＞
①4/29 入館料無料
中原中也生誕祭に合わせ、入館料が無料になります。
■開催日：4/29（日・祝）
■時 間：9：00～18：00
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②中原中也生誕祭「
中原中也生誕祭「空の下の朗読会」
朗読会」
【第１部】12：30～14：00 自由参加の朗読 詩の朗読を好んだ中也にならい、一般の方に自作や愛読の詩
を朗読していただきます。（1 組 3 分以内、先着 20 組）
【第 2 部】14：10～15：00 深川和美（ソプラノ歌手）＋高本一郎（リュート奏者）ミニライブ
■開催日：4/29（日・祝）
■時 間：12：30～15：00（朗読会の受付は 12：00～）
■場 所：中原中也記念館前庭
③第 16 回テーマ展示
テーマ展示「
展示「四季詩集―中也
四季詩集 中也とめぐる
中也とめぐる春夏秋冬
とめぐる春夏秋冬」
春夏秋冬」
中原中也は生涯に 360 篇ほどの詩を作りましたが、そのなかには季節に触れたものが数多くあります。
そこで中也がうたったのは、四季それぞれの持つ風情と、それによってわきあがるさまざまな感情でした。生
きることと詩作が強く結びついていた中也にとって、その時々の季節の感触は、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。
本展では、季節にかかわる中也の作品を集め、あわせて書簡などからわかる季節ごとの中也の暮らしぶり
を紹介します。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下さい。
■開催日：～7/28（日）、9/26（土）～翌 2/11（火・祝）
■時 間：4 月は 9：00～17：00、4/29 と 5 月は 9：00～18：00
④企画展「
企画展「沸騰する
沸騰する精神
する精神―詩人
精神 詩人・
詩人・上田敏雄」
上田敏雄」
明治 33 年、現在の山口県防府市に生まれた上田敏雄は、慶應義塾大学文学部英文科在学中に詩壇に登
場。昭和 3 年に、弟の保、北園克衛と連名で、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。
そして、昭和 4 年には詩集『仮説の運動』を刊行し、大きな反響を呼びました。中也とは、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作り続けた詩人・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。
■開催日：4/17（水）～7/28（日）
■時 間：4 月は 9：00～17：00、4/29 と 5 月は 9：00～18：00
■問合先：中原中也記念館☎083-932-6430

※中原中也記念館ＨＰ（http://www.chuyakan.jp/）

＜第 24 回中原中也賞贈呈式・
回中原中也賞贈呈式・記念講演＞
記念講演＞
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 時 20 分～記念講演では、作家の赤坂真理氏による講演を開催いたします。
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■開催日：4/29（月・祝）開場 15：30～・開演 16：00～
■場 所：ユウベルホテル松政
■料 金：無料
■問合先：山口市交流創造部文化交流課☎083-934-2717

＜レノファ山口
レノファ山口ホームゲーム
山口ホームゲーム＞
ホームゲーム＞
レノファ山口 vs. ツエーゲン金沢！
■開催日：4/28（日） 16：00 キックオフ
■場 所：維新みらいふスタジアム
※レノファ山口ＦＣ公式ＨＰ（http://www.renofa.com/）

＜青空天国いこいの
青空天国いこいの広場
いこいの広場＞
広場＞
「遊び」を通じて子ども同士のつながりや新しい体験の場とするイベントで、子どもたちに地元での思い出作
りをしてもらい地域を愛する心を育てます。
家族連れで遊べる街の創出を目指します。
■開催日：5/5（日）11：00～16：00
■会 場：山口市中心商店街
■問合先：青空天国いこいの広場実行委員会☎083-902-0892

＜山口オクトーバーフェスト
＞
山口オクトーバーフェスト 2019＞
4 月 26 日から 5 月 6 日までの 11 日間、ドイツビールの祭典が今年も山口にやってきます！
場所は、緑の芝生が気持ち良い山口市中央公園。
ビールだけでなく、ドイツ人楽団により生演奏やご家族でゆっくりお楽しみいただけるアトラクションも開催さ
れます。今年は、山口県央連携都市圏域の魅力を発信する「山口ゆめ回廊」ブースも出展します。
■開催日：4/26（金）～5/6（月）
■場 所：山口市中央公園
■問合先：ＹＡＢ山口朝日放送☎083-933-1111
※詳細は→ＹＡＢ ＨＰ （https://www.yab.co.jp/event/36824）
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