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なな し まち

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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展示終了未定
津和野

問い合わせ先／重源の郷
☎0835-52-1250
HP http://www.chogen.co.jp/index.html
□

山陽
小野田

旧畑迫病院
貴重なレントゲン
装置一式 一般公開

山陽小野田市栄町9-21
時間／9:00〜17:00

島根県鹿足郡津和野町邑輝829-1
時間／9:00〜16:30

問い合わせ先／旧畑迫病院
☎0856-72-0338

12月8日（日）
まで
防府

毛利博物館
特別展「国宝」

会場／毛利博物館
防府市多々良1-15-1
時間／9:00〜17:00(入館は16:30まで）
雪舟筆「四季山水図」、
「古今和歌集（高野切本）」
をはじめとする国宝や重要文化財など、美術的にも
歴史的にも高く評価されている毛利家伝来の優品
を一堂に展示します。■料金：入館料：大人1,000
円 、小 中 学 生 5 0 0 円 。博 物 館・庭 園 共 通：大 人
1,200円、小中学生600円※団体料金（20人以
上）はそれぞれの料金の10％引き

12月1日（日）
まで
防府

企画展「発掘された
山口巡回展」

会場／山陽小野田歴史民俗資料館

会場／旧畑迫病院

畑迫病院は、大正7年にレントゲン装置を導入し、
僻地にありながら当時としては最先端の医療を提
供していました。このたび、周防大島町の古い医院
跡から同時代のレントゲン装置一式の寄贈を受け、
一般公開することになりました。国内にもほとんど
残っていない希少な資料です。ぜひお誘い合わせ
のうえお越しください。■入館料：大人200円、中高
生150円、小学生100円■休館日：月曜

12月15日（日）
まで

問い合わせ先／毛利博物館
☎0835-22-0001
HP http://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/
□

特別展「もぐもぐ探検隊!
〜“くち”から
“おしり”まで〜」

山口県埋蔵文
化財センターが
所 蔵・保 管 する
県内で発掘され
た出土品や写真
を展示・公開し、
郷土の埋蔵文
化財に対する理
解と関心を深め
ていただくこと
を目的とした企
画展です。旧石
器時代から江戸
時代にわたる貴
重な出土品を通
して、あらためてふるさとの歴史・文化財について
考えてみませんか。■内容：展示資料305点、遺跡
数74遺跡■入館料：無料■休館日：月曜、祝日
問い合わせ先／山陽小野田市歴史民俗資料館
☎0836-83-5600
HP https://www.sanyo-onoda.lg.jp/rekimin
□

12月25日（水）
まで
宇部

UBEビエンナーレライブラリー
工作コーナー

会場／ときわミュージアム
UBEビエンナーレライブラリー

会場／防府市青少年科学館（ソラール）
防府市寿町6-41

宇部市野中3-4-29

時間／9:30〜17:00（入館は16:30まで）

時間／9:00〜17:00

食べたご飯は体の中で、どのように旅してどのよう
に栄養が吸収されるのかな? 食べ物になった気分
で、胃や小腸などの消化管を模したダンボール製
の展示物で体験しながら消化のしくみを学びましょ
う!
■入館料：高校生以上510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

彫刻オーナメントをつくって、クリスマスツリーに飾
ろう! ■料金：無料■休館日：火曜

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
□

12月1日（日）
まで
山口

重源の郷 紅葉びより

会場／重源の郷
山口市徳地深谷1137
時間／9:30〜16:30
重源の郷の紅葉が見ごろのこの季節。土日祝は人
気のちょうげん汁や焼き芋の販売を行います。■料
金：高校生以上520円・小中学生310円

12月8日（日）
まで

問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282

特別展〜大内氏遺跡
12月25日（水）
まで
指定60周年記念事業
山口 新山口イルミネーション
「大内氏のトビラ
2019
―山口をつくった西国大名―」
〜小郡を光り輝く街に〜
会場／山口市歴史民俗資料館
山口

山口市春日町5-1
時間／9:00〜17:00（入館は16:30まで）
大内氏遺跡指定60周年を記念して、室町時代に活
躍した西国屈指の大名大内氏ゆかりの品々を展示
して紹介します。■入館料：一般110円（18歳以
下、70歳以上、障がいのある方および同行の介護
者は無料）■休館日：月曜（休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://www.c-able.ne.jp/〜yrekimin/
□

会場／新山口駅南北自由通路
及び北口駅前広場
山口市小郡下郷1294
時間／17:00〜22:00
山口県の玄関口である新山口駅周辺をイルミネー
ションで装飾します。12月8日、14日、21日にイベ
ントを開催します。■入場料：無料
問い合わせ先／新山口イルミネーション実行委員会
☎083-973-4274
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12月27日（金）
まで
山口

寺内正毅展
〜少年隊士から宰相への道〜

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

2020年1月19日（土）まで
山口

会場／十朋亭維新館
山口市下竪小路112
時間／9:00〜17:00
山口市出身の宰相・寺内正毅の没後100年を記念
した展覧会。山口県立大学所蔵の資料や、防長尚
武館所蔵資料を借用し、幕末維新期に長州諸隊に
入隊した青少年期の寺内や、晩年の寺内の幕末維
新観について展示します。■料金：高校生以上200
円、小中学生100円■チケット販売所：十朋亭維新
館■休館日：火曜（祝日の場合はその翌日）
問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-4155
十朋亭維新館
☎083-902-1688
HP https://jippotei-ishinkan.jp/
□

扁額「明倫舘」
（享保4年製）

会場／山口情報芸術センター[YCAM]
山口市中園町7-7

2020年1月5日（日）
まで
萩

萩イルミネフェスタ
2019

会場／JR萩駅周辺
萩市大字椿濁淵

12月31日（火）
まで
萩

HAGI TRAVEL
PASS（H・T・P）

会場／萩市内各所
市内の飲食店・おみやげ店や
日帰り温泉施設の紹介のみな
らず、萩・明倫学舎や萩博物
館などの観光施設で使える
クーポンも付いていて、萩を
お得にまち歩き&味めぐり・湯
めぐりをお楽しみいただけま
す! ■販売所：
（一社）萩市観
光協会、萩市観光課ほか

時間／17:30〜23:00
1925（大正14）年に建設された貴重な洋館駅で登
録文化財に指定されている「萩駅舎」周辺で、イル
ミネーションの点灯が行われ、幻想的な姿をつくり出
します。萩駅舎周辺を彩るさまざまなイルミネーショ
ンは、地元の高校生や小学生も協力して制作してい
ます。また2013（平成25）年に設置された「蒸気機
関車動輪D51）」や、2016（平成28）年に建立され
た「井上勝志気像」などもご覧いただけます。
問い合わせ先／（一社）萩市観光協会
☎0838-25-1750
HP http://www.hagishi.com/search/
□
detail.php?d=900043

時間／9:00〜17:00（入館は16:30まで）
2019年は、長州藩の藩校明倫館創建から300年
を迎える記念の年です。1719（享保4）年に開校し
た藩校明倫館は、1849（嘉永2）年の移転・拡充を
経て、明治初期まで存続しました。江戸時代を通じ
て多くの人材を輩出した明倫館。その歴史を、現在
に伝えられた資料を通して紹介します。■料金：大
人520（410）円、高校・大学生310（250）円、小・
中学生100（80）円※（）内は団体割引（20人以
上）および障がい者割引適用料金

2020年1月26日（日）まで
防府

企画展
「平成のほうふと文化財」

時間／9:30〜17:00（入場は16:30まで）
平成という時代に防府で起
きた出来事を振り返りなが
ら、平成30年間の文化財調
査の成果を展示します。■
料金：無料■休館日：月曜（祝
日の場合はその翌日）、12
月29日〜1月3日

創建300年記念特別展
2020年1月13日（月・祝）まで
「長州藩校 明倫館
―武士たちの学び舎―」 津和野 企画展「鷗外と広告」
萩市大字堀内355

問い合わせ先／（公財）山口市文化振興財団
☎083-901-2222
HP https://www.ycam.jp/events/2019/
□
wow-see-you-in-the-next-life/

防府市桑山2-1-1

2020年1月5日（日）
まで

会場／萩博物館

時間／10:00〜19:00
アーティスト集団contact GonzoとYCAMバイ
オ・リサーチによる新作インスタレーションを発表
する展覧会です。本展では「身体はどこから来て、
どこへ行くのか」という問いを出発点に、YCAMが
近年取り組んでいるバイオテクノロジーの知見を
生かし、DNAなどによる遺伝的継承と、物語や伝
承などによる文化的継承といったアプローチから、
新作インスタレーション作品を制作・発表します。■
料金：無料■休館日：火曜（祝日の場合はその翌
日）、年末年始

会場／防府市文化財郷土資料館

問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750

萩

contact Gonzo＋
YCAMバイオ・リサーチ
wow, see you
in the next life.
／過去と未来、不確かな
情報についての考察

会場／森鷗外記念館
島根県鹿足郡津和野町町田イ238
時間／9:00〜17:00
鷗外は数多くの著書を遺しましたが、当時の雑誌等
に作品ごとの広告を見ることができます。今回の企
画展では「広告」に注目し、明治期の著作がどのよ
うに紹介されていたかを振り返ります。当時の雑誌
（原本）
も展示しますので、ぜひご覧ください。
■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

問い合わせ先／防府市教育委員会文化財課
☎0835-25-2532

2020年4月12日（日）まで

開館25周年記念展
「清家雪子展――
『月に吠えらんねえ』
の世界」

山口

会場／中原中也記念館
山口市湯田温泉1-11-21
02
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時間／9:00〜17:00
『 月に吠えらんねえ』
は、日本 の 近 代 詩 人
たちが住む□（シカク：
詩歌句）街を中心的な
舞台として、萩原朔太
郎、北原白秋、三好達
治、室生犀星、中原中
也など、それぞれの詩
人の作 品 世 界をイ
メージ化したキャラク
ターを登場させ、作品
自体や文学史上の出
来事などが融合され
た世界が展開するコミック作品です。中原中也をモ
チーフとしたキャラクター「チューヤ」を中心に、文学
表現と清家氏独自の作品世界の造形との関わりを紹
介します。■入館料：一般330円、学生220円、70歳
以上・18歳以下無料■休館日：月曜、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/
□

12月1日（日）
〜31日（火）
山口

12月、山口市は
クリスマス市になる。

会場／山口市内各所
12月、山口市はクリスマス市になります。大内義隆
はフランシスコ・ザビエルの布教活動を寛容に受け
入れ、1552（天文21）年12月9日、日本で初めて
の降誕祭（クリスマス）が山口で祝われたと伝えられ
ています。この歴史的史実をもとに「灯り」や「音
楽」、
「食」、その他のイベントを開催します。歴史に
抱かれた山口の街で、温故知新のメリークリスマス。
問い合わせ先／日本のクリスマスは山口から実行委員会
☎083-925-2300
HP http://www.xmas-city.jp/
□

12月1日（日）
山口

おいでマルシェ

会場／山口市中央公園
山口市中園町7
時間／9:00〜15:00

時間／11:00〜
鎌倉時代に始まった祭で、その年の豊作を感謝し
翌年の豊穣を祈念するため農作物を奉納するとと
もに、3回の笑いを神様に献上するという全国的に
も珍しい神事です。
問い合わせ先／（一社）防府観光コンベンション協会
☎0835-25-2148
HP https://visit-hofu.jp
□

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

12月1日（日）
山陽
小野田

第10回農林水産まつり

12月1日（日）、2日（月）
山陽
小野田

会場／山陽小野田市地方卸売市場
山陽小野田市西高泊1184-1
（高須バス停から南に550m）

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）

時間／9:00〜14:15
■内容：農産物品評会、旬菜惑星PRコーナー、林
業コーナー、水産コーナー、JAコーナー、アトラク
ション（高千帆マーチングバンド演奏、チェーンソー
アートほか）、餅まき大会（14:00〜）
問い合わせ先／農林水産まつり実行委員会事務局（農林水産課内）
☎0836-82-1152
HP https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
□
soshiki/24/nourinsuisanmaturi.html

12月1日（日）
山陽
小野田

きららガラス未来館
出張体験赤ちゃんの
足形プレート制作

会場／おのだサンパーク

パラサイクリング
練習合宿

時間／12月1日（日）14:30〜17:00
2日（月）10:00〜12:00
本市は、昨年4月、一般社団法人日本パラサイクリ
ング連盟と締結し、2020年東京パラリンピックの
パラサイクリング日本ナショナルチームの事前キャ
ンプ地になっています。日本ナショナルチームは、
パラリンピック出場のための重要な大会でもあった
「パラ・アジア・
トラック選手権大会（10月17〜19日
開催）」において、金メダルをはじめとした輝かしい
戦績を残されました。パラリンピック出場を目指し
て、日本ナショナルチームが、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に、み
なさんの熱い声援をお願いします。■入場料：無料
※天候等により、変更する場合があります。山陽小
野田市HP等で確認してください。
問い合わせ先／山陽小野田市シティセールス課
☎0836-82-1241
HP https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
□
soshiki/81/para-camp11.html

山陽小野田市中川6-4-1
時間／10:00〜15:30

12月1日（日）
防府

防府市農林水産業まつり

会場／道の駅「潮彩市場防府」
防府市新築地町2-3
時間／8:00〜16:00
防府市の農林水産業の生産者が勢揃いして行われ
るイベントです。生産者の顔が見えるとれたて野菜
の新鮮朝市や、活魚販売、花の展示販売、地元食
材がいっぱいのミルク鍋、うどん、もちつき実演、木
工教室、もちまきなど。■JA山口県防府とくぢ統括
本部からシャトルバスを運行します。■会場近くに
臨時駐車場もあります。
問い合わせ先／JA山口県防府とくぢ統括本部組合員課
☎0835-23-6511

赤ちゃんの足に専用の絵の具を塗り、ガラスの皿に
足を押し当てて、足形の記念プレートを制作しま
す。※作品のお渡しは郵送（有料）、または後日きら
らガラス未来館での受け取りとなります。■料金：
1,300〜1,400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/
□

12月6日（金）、7日（土）
12月1日（日）
防府

笑い講

会場／小俣八幡宮
防府市大字台道1143

津和野

第32期竜王戦
第5局大盤解説会

会場／津和野町民体育館
島根県鹿足郡津和野町後田ロ66乙
03
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時間／6日（金）
：16:00〜封じ手まで
7日（土）
：10:30〜終局まで
広瀬章人竜王
vs豊島将之名
人による竜王戦
7番勝負の5局
目が、津 和 野 町
藩校養老館にお
いて開催されま
す。大盤解説会
では、島 根 県 出
身の里見香奈女
流六冠も聞き手
として 登 場しま
す 。詳 細は津 和
野町観光協会
HPをご確認くだ
さい。■入場料：1日目無料、2日目前売券1,000円・
当日券1,500円、※高校生以下無料■定員：1日目・
2日目とも400人、※定員になり次第締め切り■申
し込み方法：ローチケにて販売■チケット販売所：
ローチケにて販売
問い合わせ先／（一社）津和野町観光協会
☎0856-72-1771
HP https://tsuwano-kanko.net/ryuuousen2019/
□

12月7日（土）
〜
2020年1月26日（日）
宇部

宇部市則貞3-4-1
時間／9:30〜17:00
干支のねずみに関する展示をします。■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

12月7日（土）

大王松の巨大松ぼっくりで
クリスマスツリーを作ろう!

会場／ときわミュージアム
宇部市野中3-4-29
時間／10:00〜11:30

12月7日（土）、8日（日）
山口

中原中也『山羊の歌』
刊行記念イベント
山羊の日

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／9:00〜17:00
12月10日、中原中也の第一詩集『山羊の歌』の刊
行されたことを記念して、2日間来館者にポスト
カードをプレゼント。先着10人には、まめほん『山
羊の歌』
もプレゼント。■入館料：一般330円、学生
220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/
□

山口

山羊の日特別展示

会場／中原中也記念館
山口市湯田温泉1-11-21

萩市大字堀内355
時間／13:30〜15:00
江戸時代における教育の研究の第一人者である前
田勉氏を講師に迎え、長州藩校明倫館の教育方法
など、最新の研究成果をもとにした、県下でも初と
なる明倫館に焦点を当てた講演会を開催します。
■料金：無料■定員：先着80人
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
HP https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/
□
index.htm

12月7日（土）
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）

時間／13:30〜15:40

12月7日（土）、8日（日）
山口

やまぐち・フィンランド・
クリスマスマーケット
2019

会場／山口市民会館
山口市中央2-5-1
毎年恒例のクリスマスマーケットを今年も開催しま
す。本場フィンランドからやってきたサンタさんとの
写真撮影やワークショップ、ステージイベント等を
お楽しみください。12月7日にはクリスマス･ファッ
ションショーも開催されます。■料金：無料■定員：
サンタ撮影会は整理券制で各回30組（無料）
問い合わせ先／クリスマス･フィンランドプロジェクト
実行委員会
☎083-928-3423

12月4日〜10日は人権週間です。人権週間にあわせ
て「ヒューマンフェスタさんようおのだ〜人権を考え
る集い2019〜」を開催します。すべての人々の人権
が尊重された社会の実現に向け、人権問題に対する
正しい理解と認識を深めることを目的としています。
■開会行事（13:30〜14:05）
：人権に関する作品表
彰ほか■講演会（14:05〜15:40）
：
「見えない世界か
らのメッセージ〜
『みんな違って当たり前』
を認め合う
共生社会とは〜」講師：西村和幸（山口県視覚障害者
団体連合会宇部市代表委員）■同時開催：人権に関
する児童・生徒・一般のポスター等の作品展示、
「人権
の花運動」取組パネル展示ほか■入場料：無料
問い合わせ先／山陽小野田市市民生活課
☎0836-82-1137
HP https://www.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/
□
12/hyu-manfesuta.html

12月7日（土）
〜
2020年1月3日（金）

時間／9:00〜17:00
12月10日、中原中也の第一詩集『山羊の歌』が刊
行されたことを記念して、特別展示を行います。■
入館料：一般330円、学生220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/
□

ヒューマンフェスタ
さんようおのだ
〜人権を考える集い
2019〜
山陽小野田市大字郡1754
（JR厚狭駅新幹線口前）

時間／11:00〜18:00

12月7日（土）
〜15日（日）

講演会
「藩校明倫館の教育」

会場／萩博物館講座室（無料ゾーン）

植物館でしか使えない材料で、自分だけのミニツ
リーを作ろう。■料金：500円■定員：20人程度■
申し込み方法：電話またはFAX■申し込み期間：12
月4日（水）
〜7日（土）

会場／中原中也記念館
山口市湯田温泉1-11-21

萩

干支展〜子〜

会場／ときわ動物園 体験学習館モンスタ

宇部

12月7日（土）

萩

ふれあいステーション
須佐イルミネーション

会場／JR須佐駅前
萩市須佐429-9
時間／17:30〜21:00
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須佐駅で毎年恒例のイルミネーションです。点灯式
は12月7日（土）17:30より開催します。サンタのプ
レゼントやあったか汁、パエリアなどの屋台もあり
ます。■入場料：無料
問い合わせ先／いかマルシェ
☎08387-6-3380

地域学生が主体となったイベントを開催します。
「親子が笑顔になれる日」をテーマに、
ドレスファッ
ションショーやボディパーカッション等のステージ
イベント、ブース出店を行います。ゲストパフォーマ
ンスもあります。■料金：無料

問い合わせ先／（公財）山口市文化振興財団
☎083-901-2222
HP https://www.ycfcp.or.jp/
□

問い合わせ先／小郡がつながる・つなげるプロジェクト実行委員会
☎083-973-4274

12月8日（日）
美祢

12月8日（日）
山口

十朋亭維新館紙芝居と
音楽の日

会場／十朋亭維新館
山口市下竪小路112
時間／10:00〜16:00

あーと・ルーム
「ポストカード島第6弾」

会場／秋吉台国際芸術村カフェ
およびギャラリー
美祢市秋芳町秋吉50
時間／13:00〜16:30（16:00受付終了）
恒例のポストカードワークショップ。絵の具・パステ
ル・消しゴムはんこなど、5つの島でいろいろ見て、
さわって、オリジナルのポストカードを描いてみよ
う。■参加料：無料
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
HP https://aiav.jp/10584/
□

明治維新や大内氏ゆかりの紙芝居と懐かしのメロ
ディーをお楽しみください。■料金：無料（本館展示
室のみ有料 高校生以上200円、小中学生100
円）■チケット販売所：十朋亭維新館

会場／JR小野田駅前周辺
山陽小野田市日の出3
時間／11:00〜16:00 ※雨天決行

時間／14:00〜16:00

12月8日（日）
山口

虹のかけら
〜もうひとりのジュディ

■内容：ステージイベント（歌うま選手権、原田郁子
ライブ等）、街中マルシェ、もちまき、お菓子まきほか

会場／山口市民会館 大ホール

問い合わせ先／小野田駅前商店連盟
☎0836-83-3208

時間／14:00〜

12月8日（日）
山口

新山口イルミネーション2019
新山口College Links
Festival〜親子が笑顔に
なれる1日〜

会場／新山口駅北口駅前広場
山口市小郡下郷1294
時間／12:00〜17:00

在宅医療・介護普及
啓発講演会
〜最期を迎える私たちへ
元気なうちから知っておこう!
これからの在宅医療と
介護のカタチ〜
山陽小野田市大字郡1754
（JR厚狭駅新幹線口前）

12月8日（日）

第1回小野田駅前
ふれあい祭り

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）

問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-4155
十朋亭維新館
☎083-902-1688
HP https://jippotei-ishinkan.jp/
□

山陽
小野田

12月8日（日）

山口市中央2-5-1
■構成・演出：三谷幸喜■出演：戸田恵子
映画「オズの魔法使」で全世界のアイドルとなった天
性のミュージカルスター、ジュディ・ガーランド。そし
て、ジュディと同じ名を持ち、彼女の付き人として、専
属の代役として、長年にわたって影のように寄り添っ
た一人の女性、ジュディ・シルバーマン。ジュディを愛
し続け、そして憎み続けた、もう一人のジュディの物
語を戸田恵子の歌と芝居でお届けします。■料金
（全席指定）
：
【前売】一般4,300円、any会員3,800
円、25歳以下2,000円【当日】一般4,800円、25歳
以下2,500円■未就学児入場不可（託児サービスあ
り・有料）12月1日(日)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：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）／
www.ycfcp.or.jp（24時間受付）

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最期まで続けることができるように、本市では
医療関係者と介護関係者との連携を強化し、サー
ビスを切れ目なく提供していく仕組みづくりに取り
組んでいます。みなさんに在宅医療・介護について
知っていただくための講演会を開催します。■講演
①「地域で最期まで過ごせる時代〜在宅医から見
た山陽小野田市の現状〜」講師：廣田勝弘（生協小
野田診療所医師）■講演②「訪問看護師さんに聞
いてみた! 最期に在宅を選ぶということ」講師：渡邊
朱美（山陽小野田市医師会訪問看護ステーション
看護師）■シンポジウム「最期を最後まで考える
在宅で看取る意味」※手話通訳、要約筆記があり
ます。■聴講料：無料
問い合わせ先／山陽小野田市地域包括支援センター
（高齢福祉課内）
☎0836-82-1149
HP https://www.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/
□
18/hukyuu.html
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12月9日（月）
宇部

てくてくまち歩き
古地図を片手に
まちを歩こう

では、山頭火の直筆の書を紹介し、短冊や掛軸、扇
子など、残された書から山頭火の書きぶりを鑑賞し
ながら、句に込めた思いを読み解きます。ぜひご覧
ください。■料金：無料■休館日：火曜（祝日の場合
は翌平日）、12月26日（木）
〜31日（火）

問い合わせ先／毛利博物館
☎0835-22-0001
HP http://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/
□

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／琴崎八幡宮バス停集合
宇部市琴崎町
時間／9:50〜12:00
神仏に護られていた宇部発祥の地を歩きます（東
コース約4km）■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：12月6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

12月13日（金）〜15日（日）

アスピラートで
クリスマス! 2019
12月14日（土）
【バブルミネーション!】
宇部 てくてくまち歩き
会場／防府市地域交流センター
防府

【アスピラート】
1階 市民スペース

12月13日（金）〜22日（日）
防府

アスピラートで
クリスマス! 2019
【幸せます×カメラ女子部
写真展「HAPPY4」】

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
時間／9:00〜17:00
今年も、防府商工高校の生徒が中心となり地域の
写真愛好家の皆さんと「カメラ女子部」を結成。カ
メラを持って地域の「幸せ」を切り取る活動を行い
ました。心がぽかぽかするような作品たちをご覧く
ださい。■入場料：無料■休館日：火曜
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団（アスピラート）
☎0835-26-5151
HP http://aspirante-hofu.com/
□

12月13日（金）
〜
2020年3月8日（日）
防府

企画展
「山頭火の書」

会場／山頭火ふるさと館
防府市宮市町5-13
時間／10:00〜18:00
自由律俳人として有名な種田山頭火は、自らの句
を短冊や掛軸に多く書き残しています。お世話に
なったお礼や友人から頼まれて書くことも多く、
様々な筆致でそれぞれに味わい深く、書によっても
人々を魅了していたことがわかります。この企画展

防府市戎町1-1-28
時間／18:00〜20:00
イルミネーション×シャボン玉! 話題の新感覚イルミ
ネーションが期間限定で登場! 幻想的に舞うシャボン
玉にはヒミツが隠されているかも!? ■入場料：無料
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://aspirante-hofu.com/
□

12月14日（土）

会場／二俣瀬ふれあいセンター集合
宇部市大字車地173
時間／9:15〜12:30
伊 能 忠 敬 測 量 隊 の 歩 いた道・山 陽 道を辿る（ 約
4km）■持参品：タオル、飲み物、
トレッキングシュー
ズ■料金：無料■定員：先着20人■申し込み方法：電
話またはFAX■申し込み期限：12月13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

12月14日（土）
山口

宇部

野鳥観察会

会場／ときわ公園正面入口集合
宇部市則貞3-4-1
時間／9:00〜12:00
ときわ公園の野鳥を観察しよう。■料金：無料
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

12月14日（土）
〜2020年1月26日（日）
防府

山口市人権ふれあい
フェスティバル

会場／山口南総合センター
山口市名田島1218-1
時間／13:00〜15:30
山口大学よさこいやっさん!! のオープニングアトラ
クション、よさこい演舞で幕を明け、人権啓発ポス
ターと人権作文の表彰、ミスターダイバーシティこ
と、にしゃんた氏の講演等を行います。■入場料：無
料※託児が必要な場合は、12月6日（金）までに要
事前申し込み
問い合わせ先／山口市人権推進課
☎083-934-2767

毛利博物館企画展
「正月飾り」

会場／毛利博物館
防府市多々良1-15-1
時間／9:00〜17:00(入館は16:30まで）
毛利家伝来の「正月飾り」ほか、正月にちなんで、
福を招く吉祥の意匠が描かれた絵画や工芸品な
ど、毛利家伝来のめでたい品々を展示します。■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）■休
館日：12月22日（日）
〜31日（火）
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12月14日（土）
防府

第10回お笑い講
世界選手権大会

会場／デザインプラザHOFU

7日（土）までに事前申し込み■チケット販売所：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、サンパークあじす、こどもス
テーション山口事務局、C・S赤れんが
問い合わせ先／クリエイティブ・スペース赤れんが
☎083-928-6666
HP http://www.akarenga.justhpbs.jp/
□

毎年恒例のクリスマスコンサート! 今年は日本フィ
ルハーモニー交響楽団バイオリン奏者の、田村 昭
博氏をゲストに迎えます。アスピラートのイルミネー
ションの下で素敵なクリスマスのひとときを! ■入
場料：無料
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://aspirante-hofu.com/
□

防府市八王子2-8-9
時間／13:00〜
12月の第1日曜日に執り行われる、防府市大道小
俣地区の伝統行事である「笑い講」を広く一般に、
また世界に向けて発信しようと行われているのが、
この「お笑い講世界選手権大会」です。3人1チー
ムで、2チームが向かい合って笑いの対戦をしま
す。1人目は「感謝の笑い対戦」、2人目は「祈りの
笑い対戦」、3人目は「再出発の笑い対戦」を行いま
す。
「品格」
「迫力」
「会場を幸せにする笑い」を評
価項目として審査員がジャッジします。当日は、世界
中の笑いが防府市に集まる素敵な1日になります。
■申し込み方法：はがき・FAX・メールのいずれか
で、チーム名、チームの特徴、代表者の住所、氏名、
電話番号、参加者全員の氏名をお知らせください。

12月15日（日）、
2020年1月19日（日）、
2月16日（日）、3月15日（日）
山口

岸見の石風呂
「石風呂体験会」

会場／岸見の石風呂
山口市徳地岸見824
時間／10:00〜15:00

問い合わせ先／世界お笑い協会
【（一社）防府観光コンベンション協会内】
〒747-0029 防府市松崎町11-19
☎0835-25-2148 FAX0835-25-4537
info@hofu-kan.or.jp
HP https://www.hofu-kan.or.jp
□

鎌倉初期に作られたと言われている、国の重要有
形民俗文化財「岸見の石風呂」に実際に入浴して
いただきます。石風呂は熱気浴をするサウナで、服
を着たまま入りますので、お気軽にお越しくださ
い。■参加料：300円

12月14日（土）
山口

新山口イルミネーション
2019 駅広フェスタ
〜Xmas version〜

問い合わせ先／山口市文化財保護課
☎083-920-4111
岸見石風呂保存会（当日連絡先）
☎090-5708-1426
HP https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/
□
kyoiku/46607.html

会場／新山口駅北口駅前広場
山口市小郡下郷1294
時間／15:00〜17:30

12月14日（土）

小 郡 地 域によるイベント駅 広フェスタ〜X m a s
version〜を開催します。ハンドベル演奏、ソング
パフォーマンス、子ども縁日などを行います。■料
金：無料
問い合わせ先／新山口イルミネーション実行委員会

バロック クリスマス
☎083-973-4274
〜チェンバロ・リュート・
12月15日（日）、
ソプラノによる
2020年1月19日（日）
12月14日（土）
たおやかなる
山口 れきみんファミリーデー!
防府 アスピラートで
コラボレーション
会場／クリエイティブ・スペース赤れんが
会場／山口市歴史民俗資料館
クリスマス!
山口市中河原町5-12
山口市春日町5-1
2019【灯りの下で
時間／14:00開演（13:30開場）〜15:40
時間／10:00〜16:00
コンサート】
赤れんが所蔵のチェンバロを使ってのコンサートで
毎月第3日曜日は、れきみんファミリーデー! 子ども
山口

す。森洋子（チェンバロ）、野入志津子（リュート）、
木島千夏（ソプラノ）の3人によるバロックコンサー
トをお楽しみください。■料金：一般2,500円、any
会員2,000円（当日はいずれも3,000円 残席が
ある場合のみ販売）未就学児入場不可（託児あり
12月7日（土）までに要申し込み 子ども一人
500円）■定員：90人■申し込み方法：託児は12月

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
時間／16:00開演

向けギャラリートークや昔のくらしを体験できます。
テーマは、12月15日（日）
：火打石、1月１9日（日）
：
お正月あそび■参加費：無料■申し込み方法：随時
受付
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001
HP http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/
□
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12月15日（日）
防府

問い合わせ先／山口大学秋吉台アカデミックセンター
☎0837-62-0026

第50回記念
防府読売マラソン大会
（兼）第20回
日本視覚障がい
女子マラソン選手権大会

12月18日（水）
宇部

会場／ときわミュージアム
宇部市野中3-4-29
時間／10:00〜11:30

会場／公認防府
読売マラソンコース

植物館の植物を使って、手作りのクリスマス飾りや
お正月の飾りを作ろう。■持参品：軍手■料金：800
円■定員：10人程度■申し込み方法：電話または
FAX■申し込み期間：12月4日（水）
〜15日（日）

防府市大字浜方174-1
時間／12:02〜16:02

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

「新人の登竜門」として多くの名選手を生んだ本大
会は今回歴史的な50回目を迎えます。熱い声援を
よろしくお願いします。
問い合わせ先／防府読売マラソン大会事務局
☎0835-25-2274
HP http://hofu-yomiuri.jp/
□

12月18日（水）〜22日（日）
山陽
小野田

12月15日（日）
宇部

しめ縄づくり

12月15日（日）
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
時間／13:00〜14:00
しめ縄を作ろう。■料金：300円■定員：親子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

12月15日（日）
美祢

レモングラスや
ユーカリの葉で
リースを作ろう!

第九「歓喜の歌」で
HAPPY END 2019
in 渡辺翁記念会館

会場／宇部市渡辺翁記念会館
宇部市朝日町8-1
時間／14:00〜
指揮者に田邉賀一を迎え、充実のパフォーマンスと
会場一体の圧巻のフィナーレでハッピーエンドな年
末をお届けします。■料金：一般1,500円、高校生
以下500円 ■チケット販売所：宇部市文化会館、
ローソン、セブンイレブン、ファミリーマートほか

山陽オートGⅠ
第54回スピード王
決定戦

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）
時間／10:00〜17:00
全国のランキング上位の選手が多数参戦。熱い戦
いにご期待ください。期間中は、各種イベントを予
定しています。みなさんのご来場をお待ちしていま
す。■イベント内容：新鮮な野菜や果物が並ぶ! 山陽
オート土曜市、初心者向け情報コーナー、選手あり
がとうブースなど■入場料：無料
問い合わせ先／山陽オートレース場
☎0836-76-1115
HP https://www.sanyoauto.jp/
□

問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355

シンポジウム
12月19日（木）
「秋吉台の赤土のひみつ
山口 上原ひろみ
〜いったいどんな土なの?
JAPAN TOUR 2019
土が語る秋吉台の
12月18日（水）
〜
“SPECTRUM”
自然と歴史〜」
2020年1月13日（月・祝）

会場／秋芳ロイヤルホテル秋芳館
美祢市秋芳町秋吉台1237-236
時間／13:00〜16:30
（交流会17:00〜18:00）
農林水産省の地理的表示保護制度に登録された
「美東ごぼう」を育てる赤土。この赤土は、長らく
「石灰岩がとけてできた」、
「アルカリ性の強い土
壌」と言われてきましたが、実は強い酸性を示すこ
とや、石灰岩がとけてできたと考えるのには無理が
あることがわかってきました。また、土の中の炭を
調べることで山焼きの歴史を推し測ることもできま
す。秋吉台の赤土に関する最新の研究成果をぜひ
お聞きください。

宇部

ときわミュージアム
新春企画
「植物年賀状展」

会場／ときわミュージアム
宇部市野中3-4-29
時間／9:00〜17:00
植物のイラストや写真をテーマに募集した年賀状
を展示します。■料金：無料■休館日：火曜
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎0836-37-2888

会場／山口市民会館 大ホール

山口市中央2-5-1
時間／18:30〜
アメリカを拠点として世界を舞台に活躍するジャズ
ピアニスト・上原ひろみが、10年ぶりのソロ・ピアノ・
アルバム『Spectrum』のリリースにあわせて日本
ツアーを開催。待望の山口市公演が決定しました。
軽快かつエネルギッシュな演奏で、多くのジャズ
ファンのみならず音楽ファンをも虜にしてきた上原
ひろみの演奏をどうぞお楽しみください。■料金
（全席指定）
：
【S席】一般7,100円、any会員6,500
円【A席】一般6,070円、any会員5,500円■未就
学児入場不可（託児サービスあり・有料）12月12日
(木)までにチケットインフォメーションへ要申し込み
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■チケット販売所：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）／www.ycfcp.or.jp（24時間受
付）
問い合わせ先／（公財）山口市文化振興財団
☎083-901-2222
HP https://www.ycfcp.or.jp/
□

12月21日（土）
〜
2020年2月2日（日）
宇部

リアル謎解きゲーム
おしゃべりツリーと
美しい花

会場／ときわミュージアム
宇部市野中3-4-29
時間／9:30〜17:00（最終入館は16:30まで）
謎を解くカギは、シンボルツリーに聞くしかない! さ
あ、冒険しよう、世界を旅する植物館へ!※小学生
以下は保護者同伴■料金：100円（入館料は別途
必要）■休館日：火曜
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎0836-37-2888

12月20日（金）〜22日（日）
山口

山口の季節を彩る
お面展

会場／山口市菜香亭
山口市天花1-2-7
時間／9:00〜17:00
モーリのクリエイションクラブin山口の皆さんによ
る創作マスク約100点を展示します。
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

時間／［出発］新山口駅13:06
湯田温泉駅13:23
山口駅14:22
［帰着］山口駅21:04
湯田温泉駅22:22
新山口駅22:38
SLに乗って「第26回クリスマスナイトフェスティバ
ルin地福」に行くツアーが開催されます。参加者大
募集中! 缶ビールとおつまみ（お子様にはジュース
とお菓子）付です。詳しくはHP内にあるチラシをご
覧ください。■料金：大人3,300円・小人（6歳以上
〜12歳未満）2,000円※5歳以下の幼児の方でも
JRの座席、お菓子、飲料が必要な場合は小人代金
が必要です。■定員：220人（最少催行人数200
人）■申し込み方法：電話■申し込み期限：12月13
日（金）
問い合わせ先／日本旅行山口支店
☎083-972-2211
（営業時間10:00〜18:00/土日祝は休業）
HP http://yamaguchi-city.jp/
□

12月21日（土）
宇部

クリスマスケーキを作ろう

会場／アクトビレッジおの
宇部市大字小野7025
時間／12:00〜
■持参品：エプロン、三角巾、マスク■料金：1ホー
ル2,500円■定員：先着18グループ■申し込み方
法：電話・FAX・メールのいずれか■申し込み期限：
12月11日（水）17:00
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111 FAX0836-64-2800
actvillageono@gmail.com

12月21日（土）、22日（日）
宇部

12月21日（土）、22日（日）
防府

ソラールの
クリスマス2019

会場／防府市青少年科学館（ソラール）
防府市寿町6-41
時間／9:30〜17:00（入館は16:30まで）
クリスマスキャンドルなどの工作、防府フィルハー
モーニーオーケストラのメンバーによるアンサンブ
ルコンサート、防府市少年少女発明クラブの作品及
び鉄道模型の展示、アニメビデオの上映など、親子
で楽しめるイベントが盛りだくさんの2日間です。工
作には別途材料費の必要なものと、無料の随時工作
があります。随時工作は1日2種類用意しています。
■入館料：高校生以上310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■定員：有料工作は定員あり、無料工作は
定員なし。■チケット販売所：有料工作は館内で販売
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
□

ときわ動物園
クリスマスイベント

会場／ときわ動物園各動物展示場

12月21日（土）

宇部市則貞3-4-1
時間／21日（土）
：12:45〜
22日（日）
：13:00〜
■ボンネットモンキーに特別なエサのプレゼントと
特別ガイド 12月21日（土）12:45〜■トカラヤギ
エサやり体験 12月22日（日）13:00〜■料金：無
料（入園料は別途必要）
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

防府

クリスマス
おはなし会

会場／防府市立防府図書館
お話のへや
防府市栄町1-5-1
ルルサス防府3階
時間／14:30〜

12月21日（土）
山口

SL「地福ナイト
フェスティバル」号

会場／［発着駅］
新山口駅、湯田温泉駅、山口駅

防府図書館でクリスマスおはなし会を行います。絵
本の読み聞かせ、手遊び、パネルシアターの他、ク
リスマス飾りを作る簡単な工作もあります。対象
は、幼児から小学校低学年くらいまでのお子さんと
その保護者です。■定員：先着30人■申し込み方
法：来館または電話で、参加されるお子さんの氏
名、参加保護者人数、連絡先電話番号をお知らせく
ださい。■申し込み開始日時：12月1日（日）9:30
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団（防府図書館）
☎0835-22-0780
HP https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
□
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12月21日（土）
山口

第26回クリスマス
ナイトフェスティバル

時間／16:00〜
■ステージイベント 16:00〜■クリスマスプレゼ
ント抽選会 19:30〜
（抽選券配布15:00〜、先着
1,000人）

問い合わせ先／萩市農政課
☎0838-25-4192
HP http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/
□
45/h29680.html

問い合わせ先／ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／阿東地域交流センター
地福分館
山口市阿東地福上1697
時間／15:00〜20:00
高さ20mを超える2本のモミの木に約6万個の電
球が飾られた巨大ツリーの下で、餅つきやサンタに
よる餅まき、各種バザー、その他ステージイベント
やお楽しみ抽選会など様々なイベントもあります。
17:30頃にはツリーの点灯式を行います。ツリーの
点灯期間は、12月21日（土）から2020年1月13
日（月・祝）
までの日没から翌朝までです。
問い合わせ先／阿東地域交流センター地福分館
☎083-952-0379
HP https://www.facebook.com/クリスマスナイト
□
フェスティバル実行委員会-226063737574865/

12月21日（土）

12月22日（日）
宇部

12月21日（土）〜24日（火）
山口

宇部

アルパカのおさんぽ

会場／常栄寺雪舟庭

会場／ときわ動物園アルパカ舎
宇部市則貞3-4-1
時間／15:30〜（20分程度）
アルパカが園路をおさんぽ。一緒に写真を撮ろう!
■料金：無料（入園料は別途必要）
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

大内の灯in雪舟庭
山口市宮野下2001-1

時間／17:30〜20:00（最終入場は19:30）
大内文化を伝える名所常栄寺雪舟庭を幻想的な灯
りでライトアップします。■料金：300円（小学生以
下無料）
問い合わせ先／山口観光コンベンション協会
☎083-933-0088
HP http://yamaguchi-city.jp/
□

12月21日（土）
山口

クリスマスフェスタ

会場／ときわ遊園地
宇部市則貞3-4-1

問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111 FAX0836-64-2800
actvillageono@gmail.com

12月22日（日）

講演会&ギャラリートーク
「文化財で振り返る
防府の平成」

企画展「平成のほうふと文化財」に関連して、吉瀬
勝康さん（NPO文化遺産トラストほうふ代表）にご
講演いただきます。■料金：無料
問い合わせ先／防府市教育委員会文化財課
☎0835-25-2532

12月22日（日）
萩

はぎマルシェ

会場／萩・明倫学舎敷地内（南門周辺）
萩市大字江向602

宇部

■持参品：エプロン、三角巾、マスク、持ち帰り容器
■料金：2,000円■定員：先着12人■申し込み方
法：電話・FAX・メールのいずれか■申し込み期限：
12月15日（日）17:00

防府市桑山2-1-1

時間／16:00〜19:30

12月21日（土）

時間／9:30〜13:00

時間／10:00〜12:00

山口市小郡下郷1294

問い合わせ先／小郡がつながる・つなげるプロジェクト実行委員会
☎083-973-4274

宇部市大字小野7025

会場／防府市文化財郷土資料館

会場／新山口駅北口駅前広場

ゼロスタジオを活用した特別番組生放送を交え、多
彩な音楽、ダンスを中心とした華やかなステージを
お届けします。小郡エリアの学生も番組づくりに参
加しています。■料金：無料

会場／アクトビレッジおの

防府

新山口イルミネーション
2019おごおり
Christmas
Hey! Hey! Fantasy

そば打ち体験

時間／9:00〜14:00
生産者と消費者をツナグ「はぎマルシェ」を初開催
します。新鮮な野菜や素材をいかした加工品の数々
を生産者が直接販売します。
（出店内容）農家によ
る野菜販売、加工品販売、クリスマスにぴったりな
ワークショップなど■入場料：無料（萩市外から車で
お越しの方は駐車場代別途必要、普通車310円）

12月22日（日）
山陽
小野田

第13回やまぐち
少年少女合唱祭 in
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）
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時間／開演14:00

12月28日（土）

2007（平成19）年度から毎年開催されている合
唱の祭典「やまぐち少年少女合唱祭 in 山陽小野
田」を今年度も行います。子どもたちの美しい歌声
が重なり合い、様々な団体が参加します。最後には
全団体での全体合唱を披露します。ぜひお越しくだ
さい。■入場券：500円、高校生以下無料■入場券
販売所：不二輸送機ホール、各公民館、中央図書
館、厚狭図書館
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 https://www.sanyo-onoda.lg.jp/site/
□
bunka-kaikan/

山口

あいお道の駅まつり

募集した写真を使用したオリジナルカレンダーをプレ
ゼントします! ■定員：先着50人（なくなり次第終了）
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／道の駅あいお
山口市秋穂東1520-4
時間／9:00〜12:00
秋穂の道の駅でお正月用品や秋穂の特産品などが
即売され、大勢の人で賑わいます。

2020年1月1日（水・祝）〜3日（金）
宇部

問い合わせ先／山口県央商工会秋穂支所
☎083-984-2738

ときわ動物園オリジナル
カレンダー配布

会場／ときわ動物園入口
宇部市則貞3-4-1
時間／9:30〜17:00
ときわ動物園オリジナルカレンダーをプレゼントし
ます!■定員：各日先着100人
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

12月23日（月）
美祢

2020年1月1日（水・祝）〜3日（金）

こぐま座ベータ流星群 2020年1月1日（水・祝）

会場／秋吉台家族旅行村
美祢市秋芳町
秋吉秋吉台1237-553

美祢

時間／21:15〜
12月下旬に活動が活発になります。放射点は北極
星に近く一晩中観察できますが、放射点が高くなる
真夜中過ぎが観察に適しています。母天体は、タッ
トル慧星です。■料金：宿泊施設による■定員：30
人（最少催行人員：2人）■申し込み方法：電話また
はFAX■申し込み期限：12月15日（日）
問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115 FAX：0837-62-0899
HP https://karusuto.com/jitabi/
□
nagareboshi2019/

12月28日（土）
萩

須佐特産

暮の市

会場／いかマルシェ（JR須佐駅前）
萩市須佐429-9

新年を国定公園
秋吉台で!
秋吉台「龍護峰」
新春トレッキング

会場／集合場所:
秋吉台家族旅行村
美祢市秋芳町
秋吉台秋吉1237-553

問い合わせ先／いかマルシェ
☎08387-6-3380

アルパカえさやり
当たりがでるとプレゼント

会場／ときわ動物園アルパカ舎
宇部市則貞3-4-1
時間／①11:15〜11:45
②14:45〜15:15
アルパカのえさが入ったカプセルトイ（100円）を
回してプレゼントを当てよう! ■料金：無料（入園料
は別途必要）■定員：各回先着25人
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

時間／6:00〜9:00
新年の恒例行事「龍護峰」への新春トレッキング。
国定公園秋吉台の最高峰から眺めるご来光は幻想
的です。下山後は暖かなぜんざいによるおもてなし
もあります。
［宿泊プランあり］■料金：大人1,000
円、小人（小学生）500円■定員：50人（最少催行
数20人）■申し込み方法：電話またはFAX■申し込
み期限：12月25日（水）
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/
□

2020年1月1日（水・祝）〜5日（日）
宇部

お正月あそび

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
時間／9:30〜17:00
福笑いやすごろくなど、お正月の遊びを体験。■料
金：無料

時間／9:00〜10:00
（商品がなくなり次第終了）
お正月飾りやおもち、野菜、花、鮮魚、魚の干し物、
弥富こんにゃくなど、年末年始に必要な商品を販売
します。

宇部

問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

2020年1月1日（水・祝）〜3日（金）
宇部

ときわミュージアム
オリジナルカレンダー
プレゼント!

会場／ときわミュージアム
宇部市野中3-4-29
時間／9:30〜17:00

2020年1月2日（木）
宇部

園長による
干支のおはなし

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
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時間／13:00〜14:00
干支にちなんでネズミのお話をします。■料金：無料
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

たは、2020年はこうなってほしいなど、2020年を
漢字一字で表現した書を山口市内の小学5・6年生
より募集し、優秀な作品を表彰展示します。■観覧
料：大人100円、小人50円（含大広間観覧）■休館
日：火曜（祝日の場合は祝日ではない翌日）

2020年1月8日（水）
〜
1月13日（月・祝）
山口

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-syoboshu2020.html

2020年1月3日（金）
宇部

お正月
おもちつき大会

会場／ときわ動物園入口
宇部市則貞3-4-1
時間／13:00〜
来園者と一緒におもちつきをします。■料金：無料
■定員：先着200人
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

2020年1月4日（土）
〜
3月22日（日）
山口

企画展「暮らしの民具
〜冬の山口〜」

会場／山口市歴史民俗資料館

会場／山口市菜香亭

2020年1月4日（土）
〜
3月30日（月）
山口

「冬の民具」をテーマとして、昔の暮らしの道具を
展示して紹介します。■入館料：一般110円（18歳
以下、70歳以上、障がいのある方および同行の介
護者は無料）■休館日：月曜（休日の場合はその翌
日）
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001
HP http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/
□

脱退事件展

会場／十朋亭維新館
山口市下竪小路112
時間／9:00〜17:00
明治維新後、国の常備軍の選択からもれた山口藩
諸隊の隊士たちが、藩政府に対して行動を起こし
た脱退事件をテーマとした企画展です。■料金：本
館展示室観覧料（高校生以上200円、小中学生
100円）■チケット販売所：十朋亭維新館■休館日：
火曜（祝日の場合はその翌日）
問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-4155
十朋亭維新館
☎083-902-1688
HP https://jippotei-ishinkan.jp/
□

2020年1月4日（土）
宇部

TOKIWAファンタジア
ニューイヤーイベント

会場／ときわ遊園地
宇部市則貞3-4-1

原田正彦さんによる建築写真約50点（A3サイズ）
を展示します。■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

2020年1月9日（木）
宇部

てくてくまち歩き
古地図を片手に
まちを歩こう
宇部市琴崎町

時間／9:50〜12:00
神仏に護られていた宇部発祥の地を歩きます（西
コース約3.5km）■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：1月8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

■福をつかめ! ニューイヤー大福もちまき■書初め
「書家 玲泉」書のパフォーマンス■音楽ライブ
ほか

2020年1月4日（土）
〜
2月11日（月・祝）

2020年1月10日（金）

第19回防府音楽祭
【オープニング
街角コンサート】

防府

2020年を漢字一字で 2020年1月5日（日）
表す書道展
第15回
会場／山口市菜香亭
お坊さんめくり大会
山口市天花1-2-7
山口

山陽
小野田

山口市菜香亭は、1877年から約120年つづいた料
亭菜香亭を移築し、市の文化交流・観光施設として
開館したものです。伊藤博文など10人の総理大臣
や近代日本の歴史に残る有名な方々の書30枚を常
設展示しています。このたび、昨年に引き続き、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、
「2020年を漢字一字で表す書
道展」を開催します。新年2020年の目標、決意、ま

時間／9:00（初日のみ10:00）〜
17:00（最終日のみ16:00）

時間／15:00〜

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

時間／9:00〜17:00

山口市天花1-2-7

集合／琴崎八幡宮バス停

山口市春日町5-1
時間／9:00〜17:00（入館は16:30まで）

建築写真展
〜歴史を伝える
山口市内の近代建築〜

会場／きらら交流館
山陽小野田市焼野海岸
時間／10:00〜12:30
■対象：3歳以上の人■参加料：無料■定員：先着
100人■申し込み方法：電話■申し込み開始日時：
12月3日（火）9:00
問い合わせ先／きらら交流館
☎0836-88-0200
HP https://www.kirara-k.jp
□

会場／防府市内各所
時間／11:00〜
出張コンサート! 防府音楽祭ゲスト奏者が防府の街
を音楽とともに巡ります。■11:00〜サンライフ防
府■12:00〜防府市役所議会棟議場■13:00〜富
海清水家主屋（国登録有形文化財）■13:00〜暁
の星幼稚園教会■14:00〜桑陽病院（南館4Ｆ桑陽
ホール）■15:00〜天神ピア■16:00〜アスピ
ラート市民スペース■入場料：無料
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://aspirante-hofu.com/
□
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2020年1月11日（土）
〜
13日（月・祝）
山陽
小野田

第11回名産品フェア

会場／おのだサンパーク
山陽小野田市中川6-4-1
時間／9:30〜18:00（最終日は17:00まで）
山陽小野田市をはじめ山口県内の名産品の販売や
屋台グルメなど約50店舗が出店します。ガラポン
抽選会などの日替わり企画も予定していますので、
お楽しみに! ■入場料：無料
問い合わせ先／山陽小野田観光協会
☎0836-82-1313
HP http://sanyoonoda-kanko.com
□

時間／開演14:00
第1部はソプラノとハープの美しい音楽、そして第
2部はメトブラのオリジナリティあふれる楽しいス
テージをお楽しみください。第3部は、世界で絶賛
されている“林 英哲”の和太鼓です。オーケストラと
ともにホールに渦巻く音の迫力をご堪能ください。
■料金：一般2,500円（指定席）2,000円（自由席）
高校生以下500円（自由席）セットチケット（12、
13日の2日間通し券）指定席のみ 5,000円■前
売券販売所：アスピラート、防府市公会堂、山口情
報芸術センター、C・S赤れんが、周南市文化会館、
ローソンチケット、チケットぴあ
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://aspirante-hofu.com/
□

3,000円（指定席）2,500円（自由席）高校生以下
500円（自由席）セットチケット
（12、13日の2日間
通し券）指定席のみ5,000円■前売券販売所：アス
ピラート、防府市公会堂、山口情報芸術センター、
C・S赤れんが、周南市文化会館、ローソンチケット、
チケットぴあ
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://aspirante-hofu.com/
□

2020年1月18日（土）
〜
3月31日（火）
萩

2020年1月13日（月・祝）
萩

松陰神社勧学祭

会場／萩博物館

会場／松陰神社
萩市椿東1537
時間／11:00〜12:00

2020年1月12日（日）
山口

おいでマルシェ

幼少の頃から英才の誉れが高かった、幕末の教育
者・吉田松陰先生の御神徳にあやかろうと、合格祈
願に多くの受験生で賑わいます。祝詞をあげ受験
生たちの合格を祈願します。個人祈願も受け付け
ています。■料金：無料
問い合わせ先／松陰神社
☎0838-22-4643
HP http://shoin-jinja.jp/
□

企画展
「萩の夏みかん
物語りⅡ」
萩市大字堀内355

時間／9:00〜17:00（入館は16:30まで）
萩の夏みかんに関する様々な物語を紹介する展示
の第2弾です。■料金：大人520（410）円、高校・大
学生310（250）円、小・中学生100（80）円※（）
内は団体割引（20人以上）および障がい者割引適
用料金■休館日：1月22日（水）
〜24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／山口市中央公園
山口市中園町7
時間／9:00〜15:00
毎月第1日曜日（1月のみ第2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

2020年1月13日（月・祝） 2020年1月18日（土）
〜
2月9日（日）
防府

2020年1月12日（日）

第19回防府音楽祭
【わくわく夢の響演
コンサート】

防府

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

第19回防府音楽祭
【ファイナルコンサート】

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
時間／開演14:00
新しい時代「令和」になってはじめての防府音楽祭
に相応しい3つの調和（歌、バイオリン、絵画）を意
識した演目でこのファイナルコンサートを締めくく
ります。
「展覧会の絵」では音楽のもととなった10
枚の絵とともにお楽しみください。■料金：一般

美祢

ポスコン?! 2020

会場／秋吉台国際芸術村ギャラリー
美祢市秋芳町秋吉50
時間／10:00〜17:00
ポストカードでつくる展覧会。言葉でも絵でも写真
でも、ハガキサイズ（平面）に表現できるアートなら
OK! ポストカードに自由に表現して、ぜひ芸術村ま
でお送りください。■参加料：無料■申し込み方法：
郵送■申し込み期限：1月10日（土）必着
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
HP https://aiav.jp/10594/
□
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2020年1月18日（土）
美祢

医療×まちづくり
市民公開講座

会場／美祢市民会館

2020年1月24日（金）〜26日（日）
山陽
小野田

会場／山陽オートレース場

美祢市大嶺町東分326-1

山陽小野田市大字埴生700
（JR埴生駅徒歩2分）

時間／13:00（受付）〜16:00
■講演「医療者がまちに出るということ 東京の下
町・谷根千プロジェクトを例に」講師：孫大輔氏（東
京大学大学院医学系研究科附属医学教育国際研
究センター講師）■講演（仮題）
「健康維持の為に
一人一人がなすべき事」講師：齊藤裕之氏（山口大
学附属病院総合診療部准教授）■参加料：無料

山陽オートレース場
本場開催

時間／10:00〜17:00
オートレースにおいて、一般的な普通開催を3日間
にわたって実施します。■入場料：無料
問い合わせ先／山陽オートレース場
☎0836-76-1115
HP https://www.sanyoauto.jp/
□

近年、天体だけを撮影するのではなく、星空と風景
を一緒に撮影した「星景写真」という言葉も出てき
て、風景写真を撮影するような感覚で、星空や天体
と周りの風景や建築物などを一緒に撮影すること
がブームとなってきています。今回のパネル展で
は、プロやハイアマチュアの天体写真家の方々が
撮られた星景写真を約60点展示します。日本国内
で撮影されたものだけでなく、南半球などの海外で
撮影された写真も展示します。■入館料：高校生以
上310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：月曜（祝日の場合は翌平日）
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
□

問い合わせ先／美祢市高齢福祉課
☎0837-54-0138

2020年1月19日（日）

2020年1月24日（金）
やまふところ

山口
山口

企画展「暮らしの民具
〜冬の山口〜」
の展示解説

会場／山口市歴史民俗資料館
企画展スペース
山口市春日町5-1
時間／13:30〜14:30
展示担当者による解説を行います。■入館料：一般
110円※18歳以下、70歳以上、障がいのある方
および同行の介護者は無料
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001
HP http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/
□

2020年1月20日（月）
〜22日（水）
防府

大寒みそぎ

いだ

「山懐に抱かれて」
山口県初公開記念
遠藤隆監督舞台挨拶

会場／山口情報芸術センター
スタジオC
山口市中園町7-7
時間／13:00〜の回映画上映後
「ふたりの桃源郷」を大ヒットさせたNNNドキュメ
ント映画化シリーズの最新作「山懐に抱かれて」を
山口県初公開します。
「山懐に抱かれて」はテレビ
岩手が丹念に追った酪農大家族の24年の記録で
す。公開を記念し、遠藤隆監督の舞台挨拶を行いま
す。■映画鑑賞料金：当日券のみ（自由席）
：一般
1,300円、any会員、65歳以上、25歳未満、障が
い者および同行の介助者 800円 ※舞台挨拶
は無料■定員：100人■映画鑑賞チケット販売所：
山口情報芸術センター2階スタジオC※当日10：
15より販売開始
問い合わせ先／（公財）山口市文化振興財団
☎083-901-2222
HP https://www.ycam.jp
□

会場／春日神社
防府市大字牟礼上坂本1354

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

宇部

柳家喬太郎独演会

会場／宇部市文化会館
宇部市朝日町8-1
時間／15:00〜
柳 家 喬 太 郎 の 落 語 公 演 ■ 料 金：全 席 指 定：一 般
3,800円、財団友の会会員3,500円、大学生以下
2,500円■チケット販売所：宇部市文化会館、ロー
ソン、セブンイレブン、ファミリーマート
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355

2020年2月22日（土）
宇部

古今狂言会

会場／宇部市渡辺翁記念会館
宇部市朝日町8-1
時間／15:00〜
狂言師・野村万蔵と南原清隆による古典と現代の
「笑い」のコラボレーションをお楽しみください！■
料金：全席指定：一般5,800円、高校生以下2,500
円■チケット販売所：宇部市文化会館、ローソン、セ
ブンイレブン、ファミリーマート
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355

時間／6:30〜、18:00〜の2回
暦の上でもっとも寒い日とされる大寒の日に、冷水
につかって心身を清め、無病息災を祈る行事です。
タオルを持参すれば誰でも参加できます（当日申込
みです。詳しくは春日神社HPを御覧ください）。0
度近い水の中でみそぎが終わると「温かいあめ湯」
などのもてなしがあり、思わず顔もほころびます。
■観覧料：無料（参加する場合は1,000円が必要）

2020年2月11日（火・祝）

2020年1月25日（土）
〜
3月8日（日）
防府

パネル展
「星のある風景」

会場／防府市青少年科学館（ソラール）
防府市寿町6-41
時間／9:30〜17:00（入館は16:30まで）
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