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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

2020 出張!!
萌えサミットin 秋芳洞

2月9日（日）

山陽小野田市

岩崎寺所蔵
山口県指定
有形文化財
仏像の一般公開

2月18日（火）

萩市

萩・椿まつり
2月15日（土）～3月20日（金・祝）

津和野町

狐の失せ物探し行列と鍵奉納
2月9日（日）

山口市

浅野祥 
津軽三味線
ライブ
「音故知新」

2月15日（土）

防府市
冬の幸せますフェスタ　
第15回鍋-1グランプリ

2月2日（日）
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宇部市

梅まつり
2月16日（日）
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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／秋吉台国際芸術村ギャラリー
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

2月9日（日）まで

ポスコン?! 2020

時間／10:00～17:00
毎年好評を得ているポストカードのコンテスト「ポ
スコン?!」。応募作品すべてを芸術村ギャラリーに
展示しています。
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020　
□HP  https://aiav.jp/10594/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

2月11日（火・祝）まで

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年続いた料亭
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／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／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

3月22日（日）まで

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
いという人など
に、古文書に親
しみをもっても
らい、楽しんで
もらうことを目
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、2月25日(火)
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/komonjo01.html

山陽
小野田

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112

山口

3月30日（月）まで

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／萩市内各所で配布

萩

3月31日（火）まで
HAGI TRAVEL 
PASS 2020 
WINTER
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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

会場／堀庭園
          島根県鹿足郡津和野町邑輝795

津和野

3月31日（火）まで

堀庭園収蔵資料展
～なつかしの
暮らし展2～

時間／9:00～16:00
堀庭園に残る懐かしの家具や生活用品などを展示
します。また、堀家に残る堀庭園周辺の写真を展示
し、昔と今の風景を楽しむ企画も予定しています。
ぜひ、この機会にお越しください。■入園料：大人
500円、中・高校生300円、小学生200円■休館
日：月曜（祝日の場合はその翌日）
問い合わせ先／堀庭園
☎0856-72-0010

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

3月31日（火）まで

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。常設展示改変工事に伴い無料公開中

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
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／津和野町郷土館
          島根県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（水）、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

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（当日も可）
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／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
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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

西郷隆盛、木戸孝允は、幕末、いずれも藩で中心的
な役割を担っていたにもかかわらず、西郷は流刑、
木戸は潜伏生活を余儀なくされました。それはなぜ

問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055

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/

会場／山口情報芸術センター　
　　　スタジオA
          山口市中園町7-7

山口

2月2日（日）

2019図書館薩長同盟
講演会　西郷隆盛、
木戸孝允の逆転人生　
～明治維新の立役者
たちの光と影～

時間／13:30～(開場13:00）

問い合わせ先／山口市立中央図書館
☎083-901-1040
□HP  http://www.lib-yama.jp/

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／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

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／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まで）
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
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～

作りで制作された高さ約12㎝の日本人形です。■
入館料：100円

か、そしてどの
ようにして地位
をV字回復させ
たのか。それに
かかわった志士
の動向や人間
関係、心情につ
いて2人の講師
それぞれからご
解説いただきま
す。■入場料：無
料■定員：先着
300人 
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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）

2020 出張!!
萌えサミットin 秋芳洞

会場／美祢青嶺高校グラウンド
          美祢市大嶺町東分299-1

美祢

2月9日（日）

ラグビー体験会&
美祢青嶺高ラグビー部
OB戦

時間／9:00～
美祢青嶺高校OB会主催によるOB戦とタグラグ
ビー交流会が実施されます。当日は、ラグビーに関
するいろいろな体験も出来ます。男の子、女の子、
中学生、大人もみんなあつまれ～。
問い合わせ先／美祢市ラグビーフットボール協会事務局（田辺）
☎090-2291-5690
□HP  https://karusuto.com/event/
　mineseiryorugby-ob-r2/

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

2月8日（土）～3月8日（日）

動物写真家 
内山晟写真展
～世界の霊長類～ 

時間／9:30～17:00
世界各地で撮影した霊長類の美しい写真を展示し
ます。■休館日：火曜
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

会場／秋吉台国際芸術村研修室2
          美祢市秋芳町秋吉50 

美祢

2月8日（土）

アーティスト・イン・
レジデンス trans_
2019-2020
「アーティストトーク」

時間／14:00～16:00
美術家のパン・イー・シュアンと写真家のウン・ホイ・シェ
ンの2人が自身の作品や創作プランを紹介します。
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
□HP  https://aiav.jp/trans/2019-2020/

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

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
を行います。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。
問い合わせ先／（公財）防府市文化振興財団（防府図書館）
〒747-0035　防府市栄町1-5-1　ルルサス防府3階
☎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 & 
ぷち街角ぎゃらりー

時間／9:30～15:30
いぐら造りの街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。真冬の
中、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

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

2月8日（土）～4月5日（日）

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／ときわ動物園入口
          宇部市則貞3-4-1

宇部

2月8日（土）、9日（日）

バレンタインプレゼント

時間／9:30～
バレンタインデーにちなんでオリジナルポストカー
ドをプレゼントします。■定員：先着100人 
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541
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会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

2月14日（金）～
2021年2月14日（日）

教科書で読んだ
中也の詩
―思い出の一篇

時間／9:00～17:00
中原中也の詩は、中学校・高等学校の国語教科書に
採用されることが多く、教科書で出会ったという方
も多いと思います。まずは、中也の詩のなかでも、
「一つのメルヘン」「月夜の浜辺」など、これまで教
科書に採用された回数が多い作品を中心に紹介し
ます。また、隠れた名作や、旅先からの手紙が採用
された例などの作品も紹介します。教科書で中也の
詩を読んだという人はもちろん、初めて読むという
人も、それぞれの楽しみや発見がある展示です。■
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
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

2月14日（金）～24日（月・振休）

植物文化作品展

時間／9:00～17:00（最終日は16:00まで）
織物、染色、リース、植物画、ハーブクラフト、手工
芸品など、植物を素材・題材にしたアート作品の展
示とワークショップを行います。■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（初日のみ12:00）～
　　　17:00（最終日のみ15:00）
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／琴崎八幡宮バス停集合
          宇部市琴崎町

宇部

2月11日（火・祝）

てくてくまち歩き　
古地図を片手に
まちを歩こう

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：2月10日（月）
問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8353　FAX0836-22-6083

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

2月11日（火・祝）

ピクリングスパイス
セットを作りましょう!

時間／①10:00～11:30　
　　　②13:30～15:00
ハーブやスパイスを使って、ピクルスに使うスパイ
スセットを作ります。■料金：700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：2月3日（月）～8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／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112

山口

2月9日（日）、3月22日（日）

企画展ギャラリートーク

時間／13:30～14:00
当館で開催中の企画展「脱隊事件」の学芸員によ
るギャラリートークを行います。■入場料：大人200
円、小人100円■チケット販売所：十朋亭維新館
問い合わせ先／十朋亭維新館
☎083-902-1688
□HP  https://jippotei-ishinkan.jp/

会場／本町通り、殿町通り、
　　　太皷谷稲成神社
          島根県鹿足郡津和野町後田409

津和野

2月9日（日）

狐の失せ物探し行列
と鍵奉納

時間／13:00～
　　　※悪天候の場合は鍵奉納のみの
　　　　催行もしくは中止
全国の稲荷神社で初午の日に行われる初午大祭に
合わせて、「狐の失せ物探し行列と鍵奉納」を行い
ます。狐面をかぶった男女の夫婦狐と約10人の従
者狐、地元保育園の園児たちが本町通りから殿町
通りを歩いた後、太皷谷稲成神社に鍵を奉納しま
す。また、通り沿いの店舗には狐面を飾りますの
で、行列と狐面の様子をぜひ写真に収めてみてく
ださい。
問い合わせ先／津和野町観光協会
☎0856-72-1771

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/
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会場／秋吉台
          美祢市秋芳町秋吉台山

美祢

2月16日（日）

秋吉台山焼き

時間／9:30～13:30（予定）
650年以上の伝統がある、秋吉台に春を呼ぶ風物
詩です。1,138haのカルスト台地が炎に包まれる
日本最大規模の野焼きです。
問い合わせ先／美祢市秋吉台山焼き対策協議会
☎0837-52-1115

会場／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1 

宇部

2月16日（日）

ぶちのりパスポート

時間／9:30～17:00
　　　（パスポートの販売は16:00まで）
ときわ遊園地の乗り物が1,000円で乗り放題!（一
部機種対象外）■料金：1,000円
問い合わせ先／ときわ公園課
☎0836-54-0551

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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

2月15日（土）、26日（水）

タマネギ染めを
してみよう

時間／13:00～15:00

巾着を玉ねぎで染めて、絞りで模様をつけます。■
料金：500円■定員：各先着15人■申し込み方法：

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／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/

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

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

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

山陽
小野田

電話またはFAX
■申し込み期
間：2月3日（月）
～14日（金）※
ただし、定員に
達するまで、当
日参加可
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会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

2月20日（木）

ハーブを楽しむ会
ハーブソルトを作ろう

時間／13:00～15:00
数種類のお塩とハーブを使ってオリジナルのハー
ブソルトを作りましょう。■持参品：エプロン、三角
巾、筆記用具■料金：1,700円■定員：先着20人■
申し込み方法：電話・FAX・メールのいずれか■申し
込み期限：2月13日（木）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

会場／中央図書館
          山陽小野田市栄町9-13

2月21日（金）

歴史講演会
「幕末毛利家の
おもてなし料理
～日英饗応料理の
再現を通して」

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

2月18日（火）

中原中也記念館
開館記念日　無料開館

時間／9:00～17:00
2月18日は記念館が開館して26周年。開館記念日
として無料開館いたします。■入館料：無料 
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

会場／岩崎寺
          山陽小野田市大字有帆字2289-1（角石）

2月18日（火）

岩崎寺所蔵
山口県指定有形文化財
仏像の一般公開

時間／9:00～16:00
年に1度、県指定有形文化財「木造千手観音菩薩
立像」など、平安時代中期から鎌倉時代初期に制
作された7躯の仏像を一般公開します。
問い合わせ先／山陽小野田市社会教育課
☎0836-82-1204

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）

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13:30 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

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.city.sanyo-onoda.lg.jp/
　site/bunka-kaikan/sanyouonodaengeikai
　2019.html

山陽
小野田

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

会場／ときわ湖水ホール付近
          宇部市大字沖宇部254

宇部

2月16日（日）

梅まつり

時間／10:00～16:00
約100本の梅が咲き誇る梅園とイベントをお楽し
みください。■梅酒フェスタ（無くなり次第終了）［1
部］10:00～12:00、［2部］13:00～15:00。銘梅
酒70種類以上の試飲会・即売会。試飲チケット 1人
500円■one day handmadecafe chercher 
vol.10 & 学用品フェア 10:00～16:00 オリジナ
ルハンドメイド作品や雑貨、飲食の出店など■お茶
席10：０0～15：０0（限定150人） 
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551 

会場／防府市文化福祉会館
          防府市緑町1-9-2

防府

2月16日（日）

「家庭の日」
親子ふれあいイベント

時間／10:30～14:30
山口県では、家族が一緒に過
ごすことを目的として毎月第3
日曜日を「家庭の日」としてい
ます。防府市では、「家庭の
日」運動を推進するため、山口
短期大学（プロジェクトチーム
ちゃすむんき～）との協働によ
り、「家庭の日」親子ふれあい
イベントを開催します。～2月
の内容～◎竹馬◎大型かるた◎コマ回し◎お楽し
み工作◎1年間ありがとう缶バッジ■料金：無料
問い合わせ先／防府市教育委員会教育部生涯学習課
☎0835-23-3015
□HP  http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
　soshiki/39/kateinohi-oyakofureai.html

会場／岸見の石風呂
          山口市徳地岸見824

山口

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

がん　　き　　　じ
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会場／萩・明倫学舎
          萩市大字江向602

萩

2月28日（金）～3月8日（日）

萩・明倫学舎開館
3周年記念・世界遺産
登録5周年記念
世界遺産ご当地
特産品フェア

時間／9:00～17:00
萩市を含む8県11市、23の構成資産からなる「明
治日本の産業革命遺産」が世界遺産登録されて5
周年を迎えることを記念して、萩・明倫学舎で特産
品フェアを初開催します。【参加予定自治体】鹿児
島市、静岡県伊豆の国市、岩手県釜石市、佐賀市、
長崎市、熊本県荒尾市、宇城市、福岡県大牟田市、
北九州市、中間市、山口県萩市■料金：入場無料
問い合わせ先／萩・明倫学舎
☎0838-21-2018
□HP  http://www.city.hagi.lg.jp/site/meiringakusha/

会場／アスピラート1階
　　　市民スペース
          防府市戎町1-1-28

防府

2月28日（金）～3月1日（日）

フェスタ・アスピラート
2020（美術部門）
「なんでも写真コンテスト」

時間／9:00～17:00
毎年恒例の写真コンテスト。今年のお題は「平成の
思い出/令和の始まり」です! コンテストに応募され
たすべての作品を会期中アスピラート1階市民ス
ペースに展示し、来場者投票と審査員により大賞
ほか受賞作品を決定します。お気に入りの写真へ
の投票、お待ちしています! ■料金：無料
問い合わせ先／防府市地域交流センター　アスピラート
☎0835-26-5151
□HP  http://aspirante-hofu.com/

会場／山口市民会館大ホール
          山口市中央2-5-1

山口

2月23日（日・祝）

「セッション」
「ラ・ラ・ランド」
2本立て上映会

時間／「セッション」　　
　　　①10:30～12:17②16:30～18:17
　　　「ラ・ラ・ランド」
　　　①13:00～15:08②19:00～21:08
「セッション」で衝撃のデビュー、「ラ・ラ・ランド」で
第89回アカデミー賞最多6部門に輝いたデイミア
ン・チャゼル監督作品を二本立て上映! ■入場料：
［1作品］一般1,200円　any会員1,000円［2作品
セット券］一般1,800円　any会員1,500円■チ
ケット販売所：山口市民会館、山口情報芸術センター
問い合わせ先／山口市民会館
☎083-923-1000
□HP  http://yamaguchi-civichall.com/

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

2月23日（日・祝）

竹馬を作ろう!

時間／13:00～15:00
竹馬を作ってあそぼう! ■料金：300円■定員：先着
10組（親子など）■申し込み方法：電話
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

会場／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・祝）

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名利用］
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／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/

会場／萩博物館
          堀内エリア
          萩市大字堀内

萩

2月22日（土）

企画展「萩の夏みかん
物語りⅡ」
ギャラリートーク&
まち歩き

時間／14:00～16:00

当館担当学芸員による展示解説の後、長州藩上級
武家の暮らしの痕跡を発見する「まち」歩きツアー
を開催。
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/index.htm

山陽
小野田

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

2月22日（土）

挿し木・接ぎ木講習会

時間／10:00～12:00
挿し木・接ぎ木による植物の増やし方を学びます。
■持参品：筆記用具、剪定ばさみ、カッターナイフ■
料金：無料■申し込み方法：電話
問い合わせ先／宇部市ガーデンシティ推進グループ
☎0836-34-8485 

時間／13:30～15:00
山口大学教育学部教授の五島淑子さんを講師に迎
え、慶應2（1866）年12月に長州藩毛利敬親父子
らが英国人キング提督らをもてなした饗応料理の
献立を再現した活動を通じてみえてきた幕末期の
毛利家のおもてなし料理について紹介していただ
きます。■聴講料：無料■定員：先着90人■申し込
み方法：電話（9:00～17:00）■申し込み期間：2月
6日（木）～20日（木）
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/
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会場／きらら交流館
          山陽小野田市焼野海岸

3月1日（日）

令和2年山陽小野田
ふるさと凧あげ
フェスティバル～大空
いっぱい夢が舞う～

時間／10:00～　※雨天中止
日本の伝統文化でもある凧あげを通じて、親子や
地域の人たちとのふれあいを楽しみませんか。オリ
ジナルの凧が作れる凧あげづくり教室やバザーな
どを行います。■凧づくり教室：10:00～11:45（先
着150人、参加料300円）■凧あげ競技：受付
10:00～、開会式11:30～、競技開始12:00～（子
どもの部：小学生以下、一般の部：中学生以上、大
凧・連凧の部：大凧100㎝×100㎝、連凧30枚以
上）■バザー：うどん、焼きそば等の販売
問い合わせ先／山陽小野田市ふるさと凧あげフェスティバル
実行委員会事務局（山陽小野田市市民生活課）
☎0836-82-1134
□HP  https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
　soshiki/12/takoage2020.html

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

3月1日（日）～8日（日）

アーティスト・イン・
レジデンス trans_
2019-2020
「展覧会」

時間／10:00～17:00
1月より「この土地とともに生きる」をテーマに滞在
創作活動を行っている４人の制作の成果を展示す
る展覧会を開催します。
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
□HP  https://aiav.jp/trans/2019-2020/

山陽
小野田

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

2月29日（土）

アーティスト・イン・
レジデンス trans_
2019-2020
「展覧会オープニング
レセプション」

時間／18:00～（予定）
展覧会の開催に先立ち、アーティスト自身が作品に
ついて解説するギャラリーツアーとアーティストと
の交流会を実施します。通訳もありますので、お気
軽にお越しください。■ギャラリーツアー：無料■交
流会：参加料1,000円■申し込み方法：電話・FAX・
メールのいずれか（交流会）
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020　FAX0837-63-0021
　info@aiav.jp
□HP  https://aiav.jp/trans/2019-2020/

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

3月1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

問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055

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

宇部

2月29日（土）、3月1日（日）

ひなまつり
モルモット撮影会

時間／14:20～14:35
ひな壇のモルモットと撮影しよう。■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

会場／別府公民館
          美祢市秋芳町別府1918

美祢

2月29日（土）

ジオパークでつながる!
世界はこんなに面白い!! 
ベトナム編
～地球に寄り添い、
人と支え合う～ 

時間／10:00～15:00
Mine秋吉台ジオパークが開催する、ベトナムのユ
ネスコ世界ジオパークと交流し、現地の文化を体験
するイベント。民族衣装や写真の展示があり、トゥク

問い合わせ先／Mine秋吉台世界ジオパーク推進課
☎0837-63-0055
□HP  http://mine-geo.co.jp

会場／ときわ動物園
          宇部市則貞3-4-1

宇部

2月29日（土）、3月1日（日）

野生生物の日
特別イベント

3月3日の野生生物の日にちなんだ特別ガイドとパ
ネル展示。詳細はときわ公園HPで。
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541
□HP  https://www.tokiwapark.jp//

会場／ときわ湖水ホール前集合
          宇部市大字沖宇部254

宇部

2月29日（土）

てくてくときわ公園

時間／9:50～12:00
大賞作品を通して彫刻展の歴史に触れてみよう!
（約2km）■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：2月28日（金）
問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8353　FAX0836-22-6083

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

2月28日（金）

寄せ植えワークショップ

時間／10:00～
春を先取り! ローダンセマムやマーガレットで可愛い
寄せ植えを作りましょう。■料金：2,500円■定員：先
着6人■申し込み方法：電話・FAX・メールのいずれ
か■申し込み期限：2月24日（月・振休）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

トゥクに乗る体験もできます。ベトナム料理を食べ
ることもできます。また、交流を通じて、ユネスコも
進めるSDGｓの観点から資源の利用を考えるきっ
かけとなる体験ブースも設置します。1時にはベト
ナムから来たユネスコ関係者による講演「ドンバン
ジオパークの地質と民族の生活」が行われます。講
演の後、ふるまいでシシ鍋を提供します。箸を持参
してください! 

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
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会場／スタート・受付：ドライブインみちしお
          山陽小野田市大字埴生2216-7
　　　ゴール：きらら交流館
          山陽小野田市焼野海岸

3月14日（土）

第2回スマイルコースト・
ウォーク
～美しい海岸線と
夕陽を楽しむ約30㎞～

時間／9:00～17:00
　　　※荒天中止、順延なし
山陽小野田市の特徴である長い海岸線や、「日本の夕
陽百選」に認定されているきららビーチ焼野の夕陽を
体感するウォーキング大会です。山陽小野田名産品な
どの「食」も楽しみながら約30㎞を歩きます。歩いて、
食べて、温泉も満喫できるウォーキングです。■コー
ス：ドライブインみちしお（受付8:00～8:30）出発式
9:00、出発9:10→津布田海岸→梶漁港→縄地ヶ鼻公
園→刈屋→きらら交流館（ゴール受付終了17:00）※
受付後、スタート前にみちしお名物「貝汁」をご用意し
ています。■特典：きらら交流館トロン温泉入浴無料チ
ケットプレゼント!（当日限り有効）、ANA機内で大人気
のコンソメスープをご用意! その他多数のおもてなしも
あります♪■参加料：一般・中学生以上1,500円、小学
生1,000円（要保護者同伴）※軽食、完歩賞、傷害保
険料を含みます。※参加取り消しや、荒天による大会
中止の場合、参加料は返金しません（荒天による中止
の場合は、粗品等を郵送します）■定員：先着200人■
申し込み方法：［窓口］申込書に参加料を添えて山陽小
野田観光協会（シティセールス課内）に持参、［振込］
申込書に記入し山口銀行の窓口で振込、［現金書留］
申込書に参加料を添えて山陽小野田観光協会（山陽
小野田市シティセールス課）に郵送　※山陽小野田市
シティセールス課、山陽総合事務所、各支所、各公民
館、各図書館などに申込書を備え付けています。■申
し込み期限：3月4日(水)（当日振込、消印有効）
問い合わせ先／山陽小野田観光協会
（山陽小野田市シティセールス課内）
〒756-8601 山陽小野田市日の出1-1-1
☎0836-82-1313
□HP  http://sanyoonoda-kanko.com

山陽
小野田

会場／山口市民会館大ホール
          山口市中央2-5-1

山口

3月8日（日）

民謡魂 ふるさとの唄

時間／18:30～20：00
TOKIOのリーダー、城島茂さんの司会で紡がれるダ
イナミックなステージショーで、全国各地に脈々と息
づく唄や郷土芸能の数々を掘り起こし、ふるさとの“知
られざる魅力”を再発見する番組です。■入場料：無料
（※要入場整理券 1枚で2人入場可）■申し込み方法：
往復はがき[往信用裏面]（1）郵便番号 （2）住所 （3）
名前 （4）電話番号[返信用表面]（1）郵便番号 （2）住
所 （3）名前 を明記して山口市民会館「民謡魂 ふるさ
との唄」係へ。※応募多数の場合は抽選■応募要件：
未就学児入場不可■申し込み期限：2月3日（月）
問い合わせ先／山口市民会館
〒753-0074　山口市中央2-5-1
☎083-923-1000
□HP  http://yamaguchi-civichall.com/

会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

3月13日（金）～5月31日（日）

企画展「響き合うことば　
～山頭火 句の広がり～」

時間／10:00～18:00
短いことばで表現する俳句を詠むなかで、山頭火
はさまざまな工夫を凝らしています。今回の企画展
では、ひとつの言葉で多様なイメージを喚起するよ
うな手法が使われた山頭火句を紹介します。同時
に、見る方向を変えることによってある文字が別の
文字にも見えるアート「アンビグラム」を展示しま
す。短い中にも広がりのある山頭火句の新たな魅
力を、アンビグラムとともにお楽しみください。■観
覧料：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／阿東地域交流センター

          山口市阿東徳佐中3425-1

山口

3月8日（日）

萩ジオパークフェア2020

時間／10:00～16:30
山口市阿東、萩市、阿武町で構成する「萩ジオパー
ク」。「であい～大地と人、人と人が出会い、地域が未
来と出会う～」をテーマに、大地と、人と、大地が育ん
だ食との出会いを通じて、「萩ジオパーク」に楽しく美
味しく触れるイベントです。［内容］■特別講演・トーク
セッション　ジオガシ旅行団 代表　鈴木美智子さん■
「大地の出会い」コーナー　日本の大地、わたしたちの
暮らす地域の大地の成り立ちとその特徴を紹介しま
す。■「人の出会い」コーナーいろんなジオパーク活動
団体が地球を感じる楽しい体験コーナーや活動発表を
します。■「未来の出会い」コーナー　未来に向けた活
動の紹介。みんなで地域の未来、地球の未来を考える
体験など。■「食の出会い」コーナー　飲食ブースや
「ジオ鍋」のふるまい等による、その土地「だからこそ」
の豊かな食文化を味わいます。■入場料：無料
問い合わせ先／山口市阿東総合支所地域振興課
☎083-956-0117
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/site/hagigeo/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厚狭新幹線口前）

3月5日（木）～8日（日）

第10回アートの
“たまてばこ”

時間／10:00～11:00
書、生け花、写真、絵画など様々な芸術をコラボレー
ションさせた展覧会を開催します。第10回を記念し、
ステージイベントは大ホールを中心とした公演を企
画しています! ぜひお越しください。■入場料：無料
問い合わせ先／不二輸送機ホール（山陽小野田文化会館）
☎0836-71-1000

会場／アスピラート　
　　　3階音楽ホール
          防府市戎町1-1-28

防府

3月7日（土）

ぐっさんのハッピー
オンステージ　
全国50カ所ツアー
presented by
東急リバブル

時間／開場15:30　開演16:00
2019年3月14日で50歳になった、ぐっさんこと山
口智充が、全国50カ所でハッピーオンステージを
実施。歌、モノマネ、トークと、ぐっさんの魅力がたっ
ぷりと詰まったステージ。ライブでしか体験できな
い最高にハッピーな時間をどうぞお楽しみに! ■料

問い合わせ先／防府市地域交流センター　アスピラート
☎0835-26-5151
□HP  http://aspirante-hofu.com/

山陽
小野田

会場／アスピラート
　　　1階市民スペース、
　　　3階音楽ホール
          防府市戎町1-1-28

防府

3月1日（日）

フェスタ・アスピラート
2020（音楽部門）
あなたも主役!
オン・ザ・ステージ

時間／10:00～17:00
防府市内を拠点に活動する、さまざまなジャンルの
音楽愛好家が大集合! クラシック、邦楽、ダンス、バ
ンドなど、この日は1日中アスピラートで音楽をお
楽しみいただけます。■料金：無料
問い合わせ先／防府市地域交流センター　アスピラート
☎0835-26-5151
□HP  http://aspirante-hofu.com/

金：全席指定　3,800円■チケット販売所：アスピ
ラート、防府市文化振興財団事務局、周南市文化
会館、チケットぴあ、ローソンチケット
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会場／江汐公園管理棟・
　　　グリーン広場ほか
          山陽小野田市大字高畑字西山根401-1

3月20日（金・祝）

第28回椿まつり 
in Ejio～早春の
ふれあいを求めて～

時間／10:00～
盛りだくさんのイベントを楽しみながら、江汐公園
でひと足早い春の訪れを感じてみませんか。■内
容：椿の展示、各種バザー、もちまき、ステージイベ
ント、バードウォッチング（8:00管理棟集合）ほか■
入場料：無料
問い合わせ先／江汐公園管理棟
☎0836-83-5378 

会場／山口市民会館大ホール
          山口市中央2-5-1

山口

3月20日（金・祝）

第47回市民コンサート

時間／13:00～16:00
年度内各種音楽コンクールにて優秀な成績をおさ
めた方々や日頃から熱心に音楽活動を続けている
方々をお招きし、演奏を披露していただきます。ま
た、山口市内中高生で構成された山口ジュニア
オーケストラの演奏もあります。■入場料：無料
問い合わせ先／山口市民会館
☎083-923-1000
□HP  http://yamaguchi-civichall.com/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

3月29日（日）

OIDEMASE
桜めぐり&お茶めぐり

時間／10:00～16:00
裏千家露山堂山口香尤会によるお抹茶席が、大広
間で開催されます。■参加料：500円（大広間入館
料含む）
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-harunews2020.html

山陽
小野田

会場／TOKiSMA
          宇部市常盤町1-6-30

宇部

3月14日（土）

ハンギング
バスケット教室

時間／13:00～15:00
壁やフェンスなどに掛けたり吊るしたりして、高い
位置で植物を育て楽しむハンギングバスケットを作
ります。日本ハンギングバスケット協会本部講師の
指導で、誰でも簡単に綺麗なハンギングバスケット
が作れます。■持参品：筆記用具■料金：3,000円
（材料費込）■定員：先着20人■申し込み方法：電
話またはFAX■申し込み期限：2月14日（金）
問い合わせ先／宇部市ガーデンシティ推進グループ
☎0836-34-8485　FAX0836-22-6008 

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

3月19日（木）

ハーブを楽しむ会　
畑クッキング

時間／13:00～15:00
レモン塩でクッキング。■献立：レモン塩豚のポトフ、ト
マトとヨーグルトのサラダ、ホタテのレモンパン粉焼
き、レモン塩を使った万能だれと絶品ドレッシング■
持参品：エプロン、三角巾、筆記用具■料金：1,700円
■定員：先着20人■申し込み方法：電話・FAX・メール
のいずれか■申し込み期限：3月12日（木）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

会場／防府市立防府図書館　
　　　ブラウジングコーナー
          防府市栄町1-5-1　
          ルルサス防府3階

防府

3月20日（金・祝）

防府図書館ビブリオバトル

時間／10:00～11:30
ビブリオバトルは、子どもから大人まで楽しめる、本の紹
介コミュニケーションゲームです。今回のテーマは「食
べ物」です。おすすめの本を紹介するバトラー（発表者）
を募集します。観覧・投票への参加は事前申込不要です
ので、直接会場へお越しください。たくさんの方のご参
加をお待ちしています。■料金：無料■定員：バトラー（発
表者）先着4人程度■申し込み方法：（バトラー）①紹介し
たい本の書名・著者名・出版社名　②応募者の住所・氏
名（ふりがな）・電話番号　①・②を明記の上、ハガキ・
FAX・来館・メールのいずれかにてお申し込みください
（電話不可）■申し込み期限：（バトラー）2月29日（土）
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
　info@library.hofu.yamaguchi.jp
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

会場／JR新山口駅
          山口市小郡下郷1294

山口

3月14日（土）

～みんなで乗ろう～
第12回山口市
公共交通ふれあい
フェスタ

時間／10:00～15:00
　　　※荒天時は中止する場合あり
鉄道、バス、タクシー、航空の各交通事業者をはじ
め、その他団体がブースを出展し、路線バス車両展
示や公共交通に関するゲームなどを通して、公共
交通を身近に感じることができるイベントです。今
年度は山口市中央公園から新山口駅に会場を移し
て開催します。ぜひ公共交通でご来場ください。
問い合わせ先／山口市公共交通委員会（山口市交通政策課）
☎083-934-2729 

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

3月15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／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

3月15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。3月15日（日）のテーマ：とうみ■参加費：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/


