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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

ポスコン?! 2020
1月18日（土）～2月9日（日）

山陽小野田市

第11回
名産品フェア

1月11日（土）～13日（月・祝）

萩市

松陰神社勧学祭
1月13日（月・祝）

津和野町

天然記念物及び名勝指定記念
企画展青野山－古くから
親しまれた津和野の風景－

4月20日（月）まで

山口市

十種ヶ峰スキー場スキー教室
1月19日（日）

防府市
大寒みそぎ
1月20日（月）～22日（水）
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宇部市

TOKIWA
ファンタジア
ニューイヤー
イベント

1月4日（土）



2 0 2 0 . 1 _ J a n .

0 1

会場／旧畑迫病院
          島根県鹿足郡津和野町邑輝829-1

津和野

展示終了未定

旧畑迫病院　
貴重なレントゲン
装置一式　一般公開

時間／9:00～16:30
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 
問い合わせ先／旧畑迫病院
☎0856-72-0338

会場／JR須佐駅前
          萩市須佐429-9

萩

1月3日（金）まで

ふれあいステーション
須佐イルミネーション

時間／17:30～21:00
須佐駅で毎年恒例のイルミネーションです。
問い合わせ先／いかマルシェ　
☎08387-6-3380

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

1月5日（日）まで

創建300年記念特別展
「長州藩校 明倫館
―武士たちの学び舎―」

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
を迎えた記念の年。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
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／JR萩駅周辺
          萩市大字椿濁淵

萩

1月5日（日）まで

萩イルミネフェスタ2019

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

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

山口

1月19日（土）まで

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

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）、1月1日（水・祝）～1月3日（金）
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/

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1 

防府

1月26日（日）まで

毛利博物館企画展
「正月飾り」

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：会期中なし
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／防府市文化財郷土資料館
          防府市桑山2-1-1

防府

1月26日（日）まで

企画展
「平成のほうふと文化財」

時間／9:30～17:00（入館は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）、1月1日（水・祝）～
1月3日（金）

問い合わせ先／防府市教育委員会文化財課
☎0835-25-2532時間／10:00～19:00
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会場／津和野町郷土館
          島根県鹿足郡津和野町森村ロ127

津和野

4月20日（月）まで

天然記念物及び
名勝指定記念企画展
青野山
－古くから親しまれた
津和野の風景－

時間／8:30～17:00
2019年10月16日、青野山が国の名勝および天
然記念物に指定されました。本展示では、青野山が
指定を受けたことを記念して、津和野のシンボルと
もいえる青野山に関する歴史や文化を紹介します。
■入館料：一般400円、中高生300円、小学生150
円■休館日：火曜（祝日の場合はその翌日）、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
津和野町教育委員会
☎0856-72-1854

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8日（日）まで

パネル展「星のある風景」

時間／9:30～17:00（入館は16:30まで）
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

会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

3月8日（日）まで

企画展「山頭火の書」

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
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）
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／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22日（日）まで

企画展
「古文書あれこれ!
～みて楽しむ。わかれば
もっと楽しめる～」

時間／9:00～17:00
「古文書は難しい」「何が書いてあるかわからな
い」と思っている人やこれから勉強してみたい人な
どに、古文書に親しみをもってもらい、楽しんでもら

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.city.sanyo-onoda.lg.jp/
　site/rekimin/komonjyo01.html

山陽
小野田

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

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」

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、
1月1日（水・祝）～1月3日（金）
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／萩市内各所で配布

萩

1月1日（水・祝）～3月31日（火）

HAGI TRAVEL 
PASS 2020 
WINTER

グルメ・日帰り温
泉・観光施設の情
報をはじめ、イベ
ントなど旬の萩を
集約したパスポー
ト。各施設で使え
るお得なクーポン
だけでなく、ガラ
ポン抽選会に参加
できるスタンプラ
リーもついてお
り、さらに萩を楽し
める1冊になって
います。

問い合わせ先／（一社）萩市観光協会
☎0838-25-1750

うことを目的とした企画展です。作花一男旧蔵文書
や二歩家文書、厚狭毛利家文書などを展示。期間
中はクイズ形式で古文書を解読していく「古文書
解読シート」（基礎編・実践編）を来館者に配布しま
す。古文書を見て、理解して、楽しめる企画展で
す。みなさんのお越しをお待ちしています。■入場
料：無料■休館日：月曜、祝日、1月1日(水・祝)～1月
5日(日)、1月14日(火)、2月25日(火)
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会場／秋吉家族旅行村
          美祢市秋芳町秋吉1237-553

美祢

1月11日（土）、12日（日）

冬キャンプと癒しの
キャンプファイヤー

時間／15:00～翌日12:30

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

1月4日（土）～3月22日（日）

企画展「暮らしの民具
～冬の山口～」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
「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/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

1月4日（土）～2月11日（火・祝）

2020年を漢字一字で
表す書道展 

時間／9:00～17:00
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
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）
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

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112

山口

1月4日（土）～3月30日（月）

脱隊事件展

時間／9:00～17:00
明治維新後、国の命令による常備軍の選抜からも
れた山口藩諸隊の隊士たちが、藩政府に対して行
動を起こした脱隊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/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

1月8日（水）～13日（月・祝）

建築士が撮った
建築写真展
～歴史を伝える
山口市内の近代建築

時間／9:00（初日のみ10:00）～
　　　17:00（最終日のみ16:00）
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

会場／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1

宇部

1月4日（土）

TOKIWAファンタジア
ニューイヤーイベント

時間／15:00～
■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

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

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

1月10日（金）、2月14日（金）

企画展「古文書あれこれ!
～みて楽しむ。わかればもっと
楽しめる～」学芸員による
ギャラリートーク

時間／10:00～（30分程度）

山陽小野田市歴史民俗資料館学芸員が講師となっ
て、ギャラリートークを開催します。■聴講料：無料
問い合わせ先／山陽小野田市歴史民俗資料館
☎0836-83-5600
□HP  https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/
　rekimin/komonjyo01.html

山陽
小野田

山陽
小野田

会場／防府市内各所

防府

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】 

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/

会場／おのだサンパーク
          山陽小野田市南中川6-4-1

1月11日（土）～13日（月・祝）

第11回名産品フェア

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  sanyoonoda-kanko.com
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会場／山口市民会館　大ホール
          山口市中央2-5-1

山口

1月18日（土）

第24回
ニューイヤーバンド
フェスティバル2020

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

1月18日（土）～3月31日（火）

企画展「萩の夏みかん
物語りⅡ」

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／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

1月13日（月・祝）

第19回防府音楽祭
【ファイナルコンサート】

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日【わくわく夢の響演コ
ンサート】と、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/

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

1月13日（月・祝）

ショコラティエによる
カカオ講座
～知られざるチョコレートの
秘密に迫る～

時間／①10:00～12:00
　　　②13:30～15:30
バレンタインデー1カ月前。あなたの好きなチョコ
レートはどれ？ 色、香り、味などの違いを体感し、カ
カオの魅力を先取りしよう！ ■料金：1,500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：1月3日（金）～11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／松陰神社
          萩市椿東1537

萩

1月13日（月・祝）

松陰神社勧学祭

時間／11:00～12:00
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/

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

1月12日（日）

おいでマルシェ

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。
問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055 

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

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】 

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日
と、13日【ファイナルコンサート】の2日間通し券）
指定席のみ　5,000円■前売券販売所：アスピ

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/

自然満喫体験と癒しの焚火遊びです。■オートキャ
ンプ利用料金：[2人利用]4,000円、[3人利用]
3,500円、[4人以上利用]3,000円、〈ケビンA利
用（1月～2月）〉[2人利用]6,500円、[3人利用]
5,500円、[4人以上利用]4,500円■定員：30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：1月4日（土）
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/20191130-223/

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
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会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

1月19日（日）

パルフェマーケット

時間／10:00～15:00

ハンドメイド作家さんの出店、各種ワークショップも
あります。
問い合わせ先／事務局
☎090-6730-7688

会場／岸見の石風呂
          山口市徳地岸見824

山口

1月19日（日）、2月16日（日）、
3月15日（日）

岸見の石風呂
「石風呂体験会」

時間／10:00～15:00
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
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／十種ヶ峰スキー場
          山口市阿東嘉年下11505-9

山口

1月19日（日）

十種ヶ峰スキー場
スキー教室

時間／10:00～15:00
初級～中級程度の方を対象に、レベルに応じてクラ
ス分けを行い、複数のインストラクターが分かりや
すく指導します。基本から丁寧に指導しますので、
初めての方も是非ご参加ください。■参加料：
2,000円（スキー用具一式レンタルする場合は別
途2,000円、リフト券料金（1回300円）は参加料
に含まれません）■定員：20人 ■申し込み方法：電
話またははがき■応募要件：小学3年生以上■申し
込み期限：1月17日（金）

問い合わせ先／十種ヶ峰スキー場
〒759-1602
山口市阿東嘉年下11505-1
☎083-958-0547
□HP  http://www.woodpark.jp/

会場／ときわ公園東駐車場
          宇部市大字沖宇部254

宇部

1月19日（日）

ときわ公園
フリーマーケット

時間／8:00～14:00　※雨天中止
県内最大級のフリーマーケット。
問い合わせ先／事務局
☎080-2884-0270

会場／美祢市民会館
          美祢市大嶺町東分326-1

美祢

1月18日（土）

医療×まちづくり
市民公開講座

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
問い合わせ先／美祢市高齢福祉課
☎0837-54-0138　

会場／秋吉台国際芸術村ギャラリー
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

1月18日（土）～2月9日（日）

ポスコン?! 2020

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■募集期限：1月10日（金）必着
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村　
☎0837-63-0020
□HP  https://aiav.jp/10594/

会場／厚狭地区複合施設
          山陽小野田市大字鴨庄94

1月18日（土）

精神保健福祉講座
「発達障がいの正しい
理解と対応について」

時間／13:30～15:15（受付13:00～）
こころに病をもつ方や発達障がいのある方が、住
み慣れた地域で安心して過ごせるように、こころの
病や発達障がいについて理解を深める講座です。
普段疑問に思っていることについて正しい知識を
身につけるとともに、地域でできるサポートについ

問い合わせ先／山陽小野田市障害福祉課
☎0836-82-1159　FAX0836-82-1210 
□HP  https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
　soshiki/76/seishinnhokennfukushi.html

山陽
小野田

時間／10:00～16:00
吹奏楽連盟山口地区の加盟団体が一堂に会し、日
頃の練習の成果を発表し合います。■料金：無料
問い合わせ先／山口市民会館
☎083-923-1000
□HP  http://yamaguchi-civichall.com/

て一緒に学びましょう。■講師：中野雅之（医療法人
和同会片倉病院医師）■受講料：無料■定員：80人
■申し込み方法：電話またはFAX■申し込み期限：1
月17日(金)



2 0 2 0 . 1 _ J a n .

0 6

会場／春日神社
          防府市大字牟礼上坂本1354

防府

1月20日（月）～22日（水）

大寒みそぎ

時間／各日6:30～、18：00～の2回

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

時間／13:30～15:40
鷗外記念講演会は、令和の即位式が行われたこと
にちなみ、「即位式」をテーマに行います。第1部で
は津和野藩が制定した明治の即位礼について、第2
部では鷗外が参列した大正の即位礼について、そ
れぞれご講演いただきます。聴講は無料です。ぜひ
お誘い合わせの上、ご参加ください。■料金：無料
問い合わせ先／森鷗外記念館
☎0856-72-3210

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

1月19日（日）、2月16日（日） 

れきみんファミリーデー!

時間／10:00～16:00
毎月第3日曜日は、れきみんファミリーデー!　子ど
も向けギャラリートークや昔のくらしを体験できま
す。1月19日（日）：お正月あそび、2月16日（日）：炭
火アイロン■参加料：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/

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

山口

1月19日（日）、2月16日（日）

企画展「暮らしの民具
～冬の山口～」の
展示解説

時間／13:30～14:00
当館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/

会場／森鷗外記念館
          島根県鹿足郡津和野町町田イ238

津和野

1月19日（日）

鷗外生誕記念講演会
会場／防府市車塚町妙見神社内
          防府市車塚町5-38

防府

1月25日（土）

車塚古墳発掘調査
現地説明会

時間／10:30～12:00
6世紀後半に造られた防府市内最大の前方後円墳で
ある車塚古墳で、現在初めての発掘調査を行ってい
ます。墳丘の構造や古墳が造られた後の歴史が解明
されてきました。ぜひこの機会に見学にお越しくださ
い。近隣に無料駐車場はありませんので、公共交通機
関または有料駐車場をご利用ください。■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

会場／イオンシネマ防府
          防府市中央町1-3

防府

1月25日（土）

日本セルビア映画祭
防府市上映会
「セルビアからの
映画便り」

会場／船木ふれあいセンター
　　　集合
          宇部市大字船木179-1

宇部

1月25日（土）

てくてくまち歩き

伊能忠敬測量隊の歩いた道・山陽道を辿る（約
5km）■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：1月24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

山陽
小野田

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）

1月24日（金）～26日（日）

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/

会場／山口情報芸術センター　
　　　2F スタジオC（YCAMシネマ）
          山口市中園町7-7

山口

1月24日（金）

ドキュメンタリー映画
「山懐に抱かれて」
山口県初公開記念
遠藤隆監督
舞台挨拶

やまふところ いだ

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
1月24日（金）より山口県初上映いたします。「山懐
に抱かれて」はテレビ岩手が丹念におった酪農大
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：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は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2F スタジオ
C※当日10:15より販売開始

問い合わせ先／公益財団法人山口市文化振興財団
☎083-901-2222　FAX083-901-2216
□HP  https://www.ycam.jp

時間／9:15～12:30

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（当日申し
込みです。詳しくは春日神社HPをご覧ください）。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）
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会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

2月1日（土）

講演会
「山口総鎮守・
今八幡宮の歴史」

時間／18:00～20:00
今八幡宮は、創建年代は1280年代の文書にその
名がみえ、それ以前の創建と思われます。1471
（文明3）年大内政弘が山口の鎮守と定めて市内の
朝倉八幡宮を遷して合祀。大内氏館の鬼門を守る

会場／阿知須地域交流センター
　　　大会議室
          山口市阿知須2743

山口

1月29日（水）

山口市南部地域
特産品開発フォーラム

時間／14:00～16:00
食に関わる異業種が連携し、「食を通じて地域愛の
育みに貢献する」山口市南部地域特産品開発会議
の担う役割について、成果発表や今後の展望と共
に紹介します。■参加料：無料
問い合わせ先／山口県央商工会
☎0836-65-2129

会場／山口市歴史民俗資料館 
　　　2階学習室
          山口市春日町5-1

山口

2月1日（土）

ミニ講座
「色々な火鉢」

時間／13:30～15:00
当館展示担当者による講座を行います。■参加料：
無料■定員：先着20人■申し込み方法：電話または
メールで①住所②氏名③電話番号をお知らせくだ
さい。■応募要件：中学生以上■申し込み開始日：1
月4日（土）
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎・FAX083-924-7001
　yrekimin@c-able.ne.jp
□HP  http://www.c-able.ne.jp/～yrekimin/

会場／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

1月26日（日）

アーティスト・イン・
レジデンスtranse_
2019-2020 
オープン・スタジオ

時間／14:00～16:00
1月から3月の65日間、国内外の4人のアーティス
トが芸術村に滞在し、「この土地とともに生きる」を
テーマに創作活動を行い、さまざまな地域交流に
取組みます。その4人のアーティストの制作スタジ
オを公開します。英語通訳もありますので、ぜひ遊
びに来てください。■観覧料：無料
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
□HP  https://aiav.jp/trans/2019-2020/

■第3回健康マージャン大会/管理棟研修室集合
9:30～、試合開始10:00～、13:15～、試合終了予
定16:00）。参加料500円（当日集金）。ルール：ね
んりんぴっく競技規定とし、東南戦を4回（1回50分
打ち切り）※今回に限り年齢制限なし、定員：40人
程度■ウォーキング/江汐湖畔、約3㎞を渡り鳥を探
しながらウォーキングしたり、風景写真撮影やスケッ
チを行います。とき：10:00集合（小雨決行、当日参
加可）※ノルディックウォーク用ポール10セット貸し
出し有り。持参物：防寒具、飲み物、撮影・スケッチ機
器、雨具等。参加料：200円、小中学生100円、幼
児・会員無料（保険料含む）※雨でウォーキングでき
ない場合は、福笑い、凧、お手玉、けん玉、コマ等を
準備しています。■ビンゴゲーム/12:30～13:00
（景品あり）■申し込み方法：電話◎健康マージャン
（☎090-4109-1612縄田）、◎ウォーキング（☎
0836-84-1065、☎090-4149-2712高橋）■申
し込み期限：1月19日（日）

問い合わせ先／江汐公園管理棟
☎0836-83-5378
総合型地域スポーツクラブ
すげえちゃ・高泊事務局
☎080-6267-4141（森下）

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

1月29日（水）

麻ひもとココヤシの
カップを使って
プラントハンガーを作ろう!　

時間／10:00～11:00
マクラメ編みのプラントハンガー
を作って、お家に飾ってみません
か? ■持参品：持ち帰り用の袋■
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：1月6日（月）～20
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

山陽
小野田

会場／江汐公園
          山陽小野田市大字高畑字西山根401-1

1月26日（日）

第5回新春のつどい
in 江汐

時間／10:00～

防府市は、東京2020オリンピック競技大会におけ
るセルビア共和国男女バレーボールチームのホス
トタウンとして、セルビア共和国と文化的な交流を
行っています。今回は、セルビア共和国の短編映画
（日本語字幕あり）の上映会を開催します。■料金：
無料（入場整理券が必要です）■定員：先着100人
■入場整理券配布場所：防府市役所1・4号館案内、
防府市政策推進課（防府市役所4号館3階）
問い合わせ先／防府市政策推進課
セルビアホストタウン推進室
☎0835-25-2018
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
　site/serbiahosttown/serbianfilm.html

時間／開場12:30 
　　　開会13:00～17:00
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会場／美祢市民会館
          美祢市大嶺町東分326-1

美祢

2月4日（火）～20日（木）

輝け、君の青春! 
～美祢青嶺高校
ラグビ一部写真展～

時間／9:00～22:00
　　　（20日のみ17:00）
美祢青嶺高校ラグビー部は部員は少人数ですが、今
日まで美祢市内の先輩ラガーマンが築いてきた歴史
と伝統を引き継ぎ、未来へと継承しています。この写
真展は、山口県ラグビー協会記録員の松岡征人さん
が撮影された大会・練習試合・合宿の写真の中から、
ラグビー部が選んだものを展示します。2019年に開
催されたラグビーW杯も大変盛り上がりました。この
熱を継続させていきたいと思います。皆様のご来場
を心よりお待ちしております。■入場料：無料

会場／伊藤博文別邸
          萩市椿東1511-1

萩

2月3日（月）～4月3日（金）

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12㎝の日本人形です。■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／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

2月2日（日）

朗読劇
「セロ弾きのゴーシュ」

時間／13:30～
「戯曲を読む会in宇部」が宮沢賢治の世界へご案
内いたします。■料金：無料
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355

会場／萩市内の文化財施設など
　　　15カ所
          萩市呉服町1-31-5ほか

萩

2月3日（月）～4月3日（金）

萩城下の古き雛たち

時間／9:00～17:00
江戸時代から令和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、萩市内の文化財施設などで展示します。萩で
は暦が新暦となってからも雛祭りを4月3日に祝う
のが習慣となっていますが、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■休館
日：施設により異なる

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／天神町銀座商店街～
　　　ルルサス防府
          防府市天神1-6-37～
          防府市栄町1-5-1

防府

2月2日（日）

冬の幸せますフェスタ
第15回鍋-1グランプリ

時間／11:00～14:00
天神町銀座商店街及びルルサス防府を会場に「冬の
幸せますフェスタ第15回鍋-1グランプリ」を開催しま
す。来場者の投票によって決定するグランプリを目指
し、各団体が趣向を凝らしたオリジナル鍋で勝負を挑
みます。リピーターも多く、毎年大勢の来場者で賑わ
う新春の恒例イベントです。■料金：鍋によって異なる 
問い合わせ先／鍋-1グランプリ実行委員会（防府商工会議所内）
☎0835-22-4352
□HP  http://www.h-c.or.jp/

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-ima8man.html

会場／船平山
          山口市阿東徳佐上

山口

2月2日（日）

あとう船平山雪遊び

時間／9:00～14:00
伝統的スキー「ターター」遊びやソリを手作りして
阿東ならではの冬の一日をお過ごしください。お昼
ご飯はあとう和牛カレーです。■参加料：子ども
1,700円（ソリを作らない場合700円）、大人700
円（昼食代）■定員：先着30人■申し込み方法：電
話■応募要件：小学3年生～中学生（小学2年生以
下は保護者同伴）■申し込み期限：1月28日（火）
問い合わせ先／船平山雪遊び実行委員会（NPOあとう）
☎083-956-2526
□HP  https://ato-kankou.org/

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

2月2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

神社として重要視されました。1503（文亀3）年大
内義興が現在の社殿を造替、明との交易で得た財
力を象徴するもので、本殿、拝殿、楼門、大内義隆
が寄進した鰐口は国指定重要文化財です。幕末に
は久坂玄瑞・堀真五郎らが社務所に集い、八幡隊結
成の場所にもなりました。そして現在、歳時記に伴
う様々な行事に注力されています。これら今八幡宮
の歴史は山口市の歴史の根幹とも深くつながって
いることから、このたび今八幡宮宮司による講演会
を開催します。また、節分祭の直前に開催すること
から節分祭についてのお話もあります。■参加料：
200円■定員：70人■申し込み方法：電話■申し込
み開始日：1月4日（土）
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会場／笠山椿群生林（越ヶ浜）
          萩市椿東越ヶ浜

萩

2月15日（土）～3月20日（金・祝）

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」を開催します。
■駐車料金：300円（土日祝のみ）
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=900005

会場／秋芳洞および秋芳洞
　　　ふれあい広場
          美祢市秋芳町秋吉

美祢

2月9日（日）

出張萌えサミット 
in秋芳洞2020　

時間／10:00～16:00
アイドルグループや声優、コスプレイヤーなど、サ
ブカルチャーをメインとしたイベントが盛りだくさん
の「萌えサミット」が、2020年も美祢市秋芳洞に
やってきます! 

問い合わせ先／萌えサミットin秋芳洞実行委員会 事務局
秋吉台観光交流センター 内
☎0837-62-1430
□HP  https://karusuto.com/event/20200209/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

2月13日（木）～5月11日（月）

企画展「料亭菜香亭の
漆器の“量”」

時間／9:00～17:00
料亭菜香亭の漆器と漆器を入れている箱を美的に
並べて展示し、多くの御客を迎える料亭では相当
の数の什器が必要であったことを表現します。■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）
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-sikki.html

会場／防府市立防府図書館
　　　研修室
          防府市栄町1-5-1　
          ルルサス防府3階

防府

2月6日（木）、13日（木）、
20日（木）、27日（木）

図書館ボランティア
養成講座

時間／13:30～15:00
図書館ボランティアについて興味をお持ちの方、
すでに活動中の方、どちらも対象とした講座と実習
を開催します。1回だけの受講も可能です。■2月6
日(木)：『図書館とともに歩む～図書館友の会の10
年を振り返る』(講師：田澤明子)■2月13日(木)：『年
齢別プログラムのつくり方～子どもに本を手渡すた
めにpartⅧ～』(講師：河井律子)■2月20日(木)：
『学校図書館のディスプレイ―本や資料を手渡す

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　FAX0835-22-9916
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

会場／山口県央商工会阿知須支所周辺・
　　　阿知須商店街・
　　　いぐら造りの街並み周辺
          山口市阿知須

山口

2月7日（金）～11日（火・祝）

阿知須の
ひなもんまつり & 
ぷち町角ぎゃらりー

時間／9:30～15:30
居蔵造りの町並みと商店街において、地域の方々
と協力しながら既存店舗や空き店舗、民家、公民館
等に阿知須の「ひなもん」、和紙人形、絵手紙、手
作り小物等の手作りアート作品を展示します。期間
中、日替わりイベントを行います。阿知須らしいあ
たたかいお接待で皆さまにおもてなしをいたしま
す。■料金：無料
問い合わせ先／山口県央商工会阿知須支所
山口市阿知須4233-31
☎0836-65-2129
□HP  http://yamaguchi-city.jp/calendar/
　winter.html

問い合わせ先／美祢青嶺高校ラグビー部顧問　平田悦也
☎0837-52-0735
□HP  https://karusuto.com/event/
　mineseiryorugby-photo-r2/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

2月5日（水）～11日（火・祝）

筆あそび水墨画展
～山口で習い始めた
爺ちゃん～

時間／9:00（初日のみ12:00）～
　　　17:00（最終日のみ15:00）
繁冨健治による水墨画を約50点展示します。■観
覧料：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

ために』（講師：梅本恵）■2月27日(木)：『図書館ボ
ランティアが知っておくべき、図書館の理念と制
度』(講師：森川信夫） ■受講料：無料■定員：先着
35人（各回）■申し込み方法：はがき、FAX、来館の
いずれか（電話不可）。申し込みの際に、住所・氏名
（ふりがな）・電話番号・参加希望日をお知らせくだ
さい。
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会場／秋吉家族旅行村
          美祢市秋芳町秋吉1237-553

美祢

2月22日（土）、23日（日）

冬キャンプと癒しの
キャンプファイヤー

時間／15:00～翌日12:30
自然満喫体験と癒しの焚火遊びです。■オートキャ
ンプ利用料金：[2人利用]4,000円、[3人利用]
3,500円、[4人以上利用]3,000円、〈ケビンA利
用（1月～2月）〉[2人利用]6,500円、[3人利用]
5,500円、[4人以上利用]4,500円■定員：30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：2月15日（土）
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/20191130-223/

会場／津和野高校体育館
　　　（集合場所）
          島根県鹿足郡津和野町後田ハ12-3

津和野

3月8日（日）

第30回つわのSL
健康マラソン

時間／8:00～12:30
つわのSL健康マラソンの参加選手を募集します。
歴史ある津和野高校（嘉楽園）を出発し、SLの走る
津和野駅、白壁と堀割の殿町通り、国の名勝地堀
庭園を楽しく走るマラソン大会です。■参加料：一
般・ファミリー2,900円、小中高生1,500円（小中
高生で参加賞不要の場合700円）■定員：1,000
人■申し込み方法：事務局へお問い合わせくださ
い。■応募要件：種目ごとに年齢制限あり■申し込
み期限：1月31日（金）
問い合わせ先／つわのＳＬ健康マラソン事務局
☎0856-72-1854

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

2月22日（土）～26日（水）

GⅡ第30回
若獅子杯争奪戦

時間／10:00～17:00
若きオートレーサーの祭典・GⅡ若獅子杯争奪戦が
5日間にわたって開催されます。開催中は、各種イ
ベントを実施します。ぜひ、皆さまお誘い合わせの
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  https://www.sanyoauto.jp/

山陽
小野田

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

2月16日（日）

さんようおのだ演芸会
～スマイルシティで
大笑い!～

時間／開場13:00 開演14:00
　　　（1時間45分、休憩含む）
テレビでお馴染みの木久扇師匠が山陽小野田市に
やって来る!　日本の伝統芸能・落語で楽しくみんなで
大爆笑!!　■出演：林家木久扇、桂米多朗、林家木りん、
魔女軍団ステファニー（マジック公演）■入場券：一般
3,000円、高校生以下1,000円、未就学児無料（当
日同額、全席自由）■チケット販売所：不二輸送機ホー
ル（文化会館）、中央図書館、厚狭図書館、各公民館、
きらら交流館、おのだサンパーク、イトオ楽器店
問い合わせ先／山陽小野田市文化会館
☎0836-71-1000
□HP  https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/
　bunka-kaikan/sanyouonodaengeikai2019.html

山陽
小野田

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

防府

2月16日（日）～3月1日（日）

梅まつり

防府天満宮には菅公の愛した梅が、約1,100本植
えられており、2月中旬から3月上旬にかけて花開
きます。そして境内に梅の香りが漂うこの時期に、
稚児舞をはじめとして多くの奉納行事が行われ、期
間中多くの参拝者で賑わいます。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。

問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
□HP  http://www.hofutenmangu.or.jp/
防府市まちの駅うめてらす
☎0835-28-0500
□HP  https://ume-terrace.jp

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

山口

2月15日（土）

浅野祥 
津軽三味線ライブ
「音故知新」

時間／14:00～15:30
浅野祥は、幼少の頃から津軽三味線に親しみ、10
代で数々の賞を受賞しています。「じょんから節」
からタンゴ、ジャズにいたるまで、あらゆる世代に
驚きと感動の演奏を届け、日々進化し続ける若き
津軽三味線奏者の演奏をお楽しみください。■チ
ケット料：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・託児有り：2月8日（土）までに事前申
し込み。託児料金子ども一人500円■定員：先着
90人■チケット販売所：山口情報芸術センター、山
口市民会館、文栄堂山大前店、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、ク
リエイティブ・スペース赤れんが
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/


