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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

長登銅山文化交流館
第12回企画展
「銅花器にいける生花展」

3月17日（火）～27日（金）

山陽小野田市

第22回
厚狭寝太郎の里
おひなさまめぐり

3月7日（土）まで

萩市

萩八景遊覧船 運航
3月1日（日）～11月30日（月）

津和野町

堀庭園 
ひな人形展

4月5日（日）まで

山口市

企画展
「山頭火と
黎々火」

3月1日（日）～5月10日（日）

防府市
毛利博物館企画展
「お雛さま」

4月5日（日）まで       

新型コロナウイルスの影響により、中止または延期する場合があります
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宇部市

夜桜
ライトアップ

3月20日（金・祝）
～4月5日（日）
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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

3月1日（日）まで

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／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

3月1日（日）まで

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／厚狭商店街各所
　　　（JR厚狭駅在来線口）

3月7日（土）まで

第22回厚狭寝太郎の里
おひなさまめぐり

時間／10：00～17：00
厚狭商店街の約40店舗が、ひな人形やさげもんを
展示します。
問い合わせ先／厚狭駅前商店会事務局（山陽商工会議所）
☎0836-73-2525
□HP  http://www.sanyocci.ne.jp/

山陽
小野田

会場／萩 明倫学舎
          萩市大字江向602

萩

3月8日（日）まで

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。【構成資産8県11市】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、熊本県宇城市、福岡県大牟田
市、北九州市、福岡県中間市、萩市■入場料：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／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100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

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

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）

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 
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
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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

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／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。■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／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

4月3日（金）まで

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

4月3日（金）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。
■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／堀庭園
          島根県鹿足郡津和野町邑輝795

津和野

4月5日（日）まで

堀庭園 ひな人形展

時間／9:00～16:30
堀庭園では今年もひな人形を展示します。町民有志の
方からご提供いただいたものや、拝借したひな人形た
ちが、堀庭園を華やかに彩ります。ぜひお立ち寄りくだ
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／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1 

防府

4月5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
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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

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/

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／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／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

2021年2月14日（日）まで

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／堀内～橋本川
          萩市堀内122-1
          （指月橋そば・萩城跡入口付近）

萩

3月1日（日）～11月30日（月）

萩八景遊覧船 運航

時間／9:00～16:00
萩城跡横の指月橋をスタートし、堀内地区から平安
古の旧田中別邸先でUターンし玉江を眺める、約
40分のコースです。桜の開花時期（3月下旬から4
月上旬）にあわせて、橋本川土手に咲く美しい桜並
木を船上より眺める特別コース（約50分）を運航し
ます。　■料金：大人1,200（1,000）円、小人600
（500）円※（ ）内は団体料金（20人以上）【貸切】
12,000円　※10人以内■定員：12人/隻■運休
日：無休　※天候不良の場合は運休 
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  http://www.hagishi.com/search/detail.
　php?d=800030

会場／山口市小郡文化資料館
          山口市小郡下郷609-3

山口

3月1日（日）～5月10日（日）
企画展
「山頭火と黎々火」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
山頭火と交流のあった「近木黎々火」について取り
上げます。山頭火とのエピソードや、初公開の資料
も展示します。※ギャラリートーク　3月22日（日）・
4月19日（日）13:30から（30分程度）■入館料：無
料■休館日：月曜（休日の場合はその翌日） 
問い合わせ先／山口市小郡文化資料館
☎083-973-7071
□HP  http://cmogori.ec-net.jp/

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） 
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会場／長登銅山文化交流館 
          美祢市美東町長登610

美祢

3月17日（火）～27日（金）

長登銅山文化交流館
第12回企画展
「銅花器にいける
生花展」

時間／9:00～17:00
　　　（18日・20日・22日・
　　　25日・27日は15:00）
今回の展示では、銅花器（銅製の花をいける容器）
を使った生花の展示および銅花器に関するパネル
展示を行います。作品を通して、銅の特性および銅
と人との関わりについて理解を深めることができま
す。また、美祢市内の学校華道を実施している学校
とコラボして、児童・生徒の作品も展示します。あわ
せて、美祢市内の学校における「花育」（花を教材
に生命や個性について、考えてもらう活動）も紹介
します。■料金：無料■休館日：月曜

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
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）、4月19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。
テーマは3月15日（日）:とうみ、4月19日（日）：石う
すひき■参加料：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/

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

3月14日（土）～31日（火） 

山口大学・ときわ
ミュージアム連携
2020春企画
植物の不思議
～植物が感じる季節～
企画展

時間／9:00～17:00
植物が感じる季節って? 植物と温度はどんな関係な
んだろう？ 見て、体験して、学んでみよう! クイズや、
山口大学の先生に質問できるコーナーもあるよ。■
料金：無料■休館日：3月17日（火）、24日（火）
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

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/

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。期間
中展示替えあり：前期～4月24日（金）、後期4月25
日（土）～■観覧料：無料■休館日：火曜（祝日の場
合は翌平日）

会場／琴崎八幡宮バス停集合
          宇部市琴崎町

宇部

3月12日（木）

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。（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：3月11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 

会場／山口市民会館
          山口市中央2-5-1

山口

3月8日（日）～15日（日）

山口市美術展覧会

時間／9:30～17:00
　　　（最終日は16:00まで）
市民の皆様から応募のあった作品を審査し、入賞・
入選作品を展示します。多くの皆様のご応募・ご来
場をお待ちしております。■入館料：無料
問い合わせ先／山口市文化交流課　
☎083-934-2717
□HP  https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/23/

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

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/

会場／おのだサンパーク
          山陽小野田市中川6-4-1

3月7日（土）、8日（日）

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」

時間／10:00～15:00
赤ちゃんの足に専用の絵の具を塗り、足をガラス皿
に押し当てて、足形の記念プレートを制作します。
※作品のお渡しは郵送（郵送）、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円～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  https://www.onodaglass.jp/
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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

3月26日（木）

寄せ植え
ワークショップ

時間／10:00～
ラベンダーやタイムでハーブの寄せ植えを作りま
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：3月22日（日）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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

3月25日（水）

ハーブの種まき・
挿し木で育て、
生活に活かしましょう!

時間／①10:00～12:00
　　　②13:30～15:30
ハーブのある生活を楽しみましょう。■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：3月4日（水）～23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／ヒストリア宇部集合
          宇部市新天町1-1-1

宇部

3月28日（土）

てくてくまち歩き

会場／ときわ公園内
　　　（桜山、東駐車場、
　　　じゃぶじゃぶ池周辺）
          宇部市則貞3-4-1

宇部

3月20日（金・祝）～4月5日（日）

夜桜ライトアップ

時間／18:30～22:00
桜を幻想的にライトアップ! 
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551 

会場／山口市後河原

山口

3月下旬～4月上旬

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。■入場料：無料

問い合わせ先／山口市観光交流課
☎083-934-2810
□HP  http://yamaguchi-city.jp/

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

3月20日（金・祝）

自分だけの
オリジナル植物図鑑
を作ろう!

時間／①10:00～11:30
　　　②14:00～15:30
植物館を探検し、自分のお気に入りの植物を見つ
けて、図鑑にしてみよう! ■対象：5歳～小学4年生
（保護者同伴）■料金：300円（保護者は別途入館
料が必要）■定員：各先着10人■申し込み方法：電
話またはFAX■申し込み開始日：3月4日（水）
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／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

3月20日（金・祝）～4月6日（月）

安藤譲治の作品展
A SHEET OF 
ANIMAL「一枚の
紙から生まれる動物達」

時間／9:30～17:00
紙を切り抜き、折る・畳むなどの工程だけで作った
立体動物の作品展。■料金：無料■休館日：火曜（3
月31日を除く）
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

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厚狭新幹線口）

3月20日（金・祝）

赤ちゃんの手形・
足形プレート制作
体験教室

時間／9:30～12:30
赤ちゃんの手や足に専用の絵の具を塗り、ガラス
皿に押し当てて、手形・足形の記念プレートを制作
します。※作品のお渡しは郵送（郵送）、または後日
不二輸送機ホール（山陽小野田市文化会館）での
受け取りとなります。■料金：1,300円～1,400円

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　FAX0836-71-1002
　bunka-kaikan@city.sanyo-onoda.lg.jp

問い合わせ先／長登銅山文化交流館　
☎08396-2-0055　
□HP  https://www.c-able.ne.jp/～naganobo/

■申し込み方法：氏名、電話番号を明記の上、電話・
FAX・メールのいずれかでお申し込みください。
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会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

4月5日（日）

おいでマルシェ

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

美祢

4月4日（土）

第33回
みね桜まつり

時間／11:00～19:30
厚狭川河川敷の桜並木が美祢市役所横にあり、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もあります。
問い合わせ先／美祢市商工会
☎0837-52-0434 

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://hagishi.com/search/detail.
　php?d=900010

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（水）～7日（火）

春休み工作教室

時間／9:30～17:00（入館は16:30まで）

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112

山口

4月1日（水）～7月13日（月）

企画展「城下町」山口

時間／9:00～17:00
幕末に藩庁が萩から山口へと移り、山口は「町人の
町」から「城下町」になりました。幕末維新期の山口の
まちの様子を絵図などにより紹介します。■入館料：
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（祝日の場合は祝日
でない翌日）
問い合わせ先／十朋亭維新館
☎083-902-1688
□HP  https://jippotei-ishinkan.jp/

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

3月31日（火）

ボタニカルアロマ
キャンドルを作ろう!

時間／①10:00～12:00
　　　②13:30～15:30
香りを楽しみ、心も体もほっこり和らぐ、オリジナル
のアロマキャンドルを作ります。■料金：1,500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：3月6日（金）～23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／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-ima8man.html

時間／9:50～12:00
桜の名所、真締川公園や黄幡公園を散策しながら彫
刻も楽しみませんか?（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：3月27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／藍場川（旧湯川家屋敷周辺）
          萩市呉服町1-31-5ほか

萩

4月3日（金）

流し雛

時間／10:00～11:00
「萩城下の古き雛たち」の最終日に、藍場川沿い 
旧湯川家屋敷周辺にて「流し雛」を開催します。子
どもたちの健やかな成長と無病息災を願い、手作り
のお雛さまを桟俵に乗せて藍場川に流します。■
入館料：100円

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1日（水）

「風の音楽家、きたる!
 春の風ライブ」

時間／18:30～20:00（開場は18:00）
国内外で活躍の、旅する音楽家3人による山口市初
ライブです。ジャンルも国籍も越えた新しい<自然な
音楽>ライブをお楽しみください。【出演】平魚泳：ウ
クレレ・ジャンベ・歌▷岡林立哉：馬頭琴・ホーミー▷
重松壮一郎：ピアノ■チケット料金：一般2,500円、
小・中学生1,500円（当日券は各500円高・残席があ
る場合のみ販売）■定員：70人■チケット取扱所：C・
S赤れんが、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
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/

4歳から参加できる無料工作2種類と、科学の原理
を学べる小学生向き有料工作（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。5日は無料工作2種類のみ実施します。■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■定員：有料工作は各回16人（1日4回）、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

時間／9:00～15:00
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会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

4月18日（土）～5月24日（日）

企画展『端午』

会場／山口大学吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

4月17日（金）、5月29日（金）、
7月10日（金）

今日から始める
グリーンライフ
（前編）

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：9,750円（傷害保険料等含む）■定員：先着30
人（※ただし初心者優先。なお昨年、本講座を受講
された方はご遠慮願います）■申し込み方法：電話・
FAX・HP・郵送のいずれか ※メールでのお申し込
みはできません。■応募要件：①氏名（ふりがな） ②
年代 ③性別 ④郵便番号・住所 ⑤電話番号 ⑥受講
希望講座名をお知らせください。■申し込み期限：4
月3日（金）■休館日：土曜、日曜、祝日
問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
☎083-933-5059（月～金曜9:00～17:00）
FAX083-933-5029
□HP  http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

会場／防府天満宮
          防府市松崎町14-1

防府

4月16日（木）～
5月6日（水・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
で育てられた花々をプランターで並べて花文字を
表現します。■観覧料：無料

問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
□HP  http://www.hofutenmangu.or.jp/

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

4月15日（水）～7月26日（日）

企画展Ⅰ
「〈汽車が速いのは
よろしい〉
―中也の詩と
乗り物」

時間／9:00～17:00
中原中也が生きていた昭和初期は、東京に日本初
の地下鉄ができるなど、交通網が発達し、鉄道の高
速化が進んだ時代でした。山口では妻と幼い息子
とともにガソリンカー（ガソリンで走る鉄道車両）で
移動したり、鎌倉ではバスに乗って友人を訪ねたり
するなど、様々な交通手段が中也の生活を支えて
いました。本展では、当時の資料をひもときながら、
中也の詩に描かれる鉄道や船といった乗り物のイ
メージを探ります。■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／秋吉台緑地公園
　　　（秋吉台展望台周辺）
          美祢市秋芳町秋吉

美祢

4月11日（土）

春の植物観察会と
棚岩・湧水めぐり　
健脚コース

時間／9:30～15:10
草原の春の花を楽しみながら、棚岩や秋吉台上の
湧水をめぐります。■料金：大人2,000円 ※お弁
当・お茶込み■定員：30人（最少催行人数15人）■
申し込み方法：電話またはFAX
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/20200411/

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

4月5日（日）

桜染めをしてみよう!

時間／10:00～16:00
巾着袋を桜で染めて、春を感じてみませんか? ※
材料がなくなり次第終了■料金：800円■定員：先
着20人、当日受付
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／宇佐八幡宮
          防府市大字鈴屋840

防府

4月11日（土）、12日（日）

シャクナゲまつり

時間／10:00~15:00
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／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1

宇部

4月5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を開催! 
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551 

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
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時間／10:00～17:00
　　　（最終日のみ16:00）
フラワーサークル「デンファレ」によるフラワーアレ
ンジメントを約60点展示いたします。■入場料：無料
問い合わせ先／山口市菜香亭　
☎083-934-3312

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（水・祝）

中原中也記念館 
無料入館

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

4月25日（土）、26日（日）

菜香亭市民ギャラリー
「第10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
春を彩る～」

会場／JR防府駅
　　　てんじんぐち多目的広場
          防府市八王子1-99
　　　JR防府駅
　　　みなとぐちであいの広場
          防府市中央町10-1　
　　　イオン防府西側駐車場
          防府市中央町10-2

防府

4月25日（土）、26日（日）

第40回
防府市緑花祭

時間／25日（土）9:00～21:00
　　　26日（日）9:00～16:00
まちを緑や花でいっぱいにする事を目的としたお
祭りです。多目的広場のミニSL、ぶっちーふわふわ
ドーム。であいの広場の花のモニュメント、ステージ
イベント。イオン防府西側駐車場のフリーマーケッ
ト。その他餅撒き、大抽選会等様々なイベントを行
います。■参加料：無料（ただし、ミニSL・ふわふわ
ドーム等一部有料遊具等有り）※有料遊具等順番
をお待ちいただく場合があります。
問い合わせ先／防府市緑花祭実行委員会事務局
☎0835-25-2159

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

4月21日（火）

パン教室

時間／10:00～14:00
第一次発酵からパン（ロールパン、あんパン）を作
ります。■持参品：エプロン、三角巾、筆記用具、持
ち帰り用袋■料金：1,500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：4月13日（月）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　
　　　お話のへや
          防府市栄町1-5-1　
          ルルサス防府3階

防府

4月19日（日）

さんさんおはなし会

時間／14:30～15:00
防府図書館職員によるおはなし会です。ご家族み
んなで、絵本や紙芝居、手遊びなどを楽しんでみま
せんか? 申し込み不要ですので、お気軽にお越しく
ださい。※初回は4月19日、毎月第3日曜に開催■
参加料：無料 
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/

会場／アクトビレッジおの
          宇部市大字小野7025

宇部

4月18日（土）

ケーキを作ろう

時間／12:00～15:00
チョコタルトを作ります。■持参品：エプロン、三角
巾、マスク、筆記用具■料金：2,500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：4月11日（土）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／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19日（日）

第7回
防府さかな祭り

時間／8:30～15:00

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
□HP  http://shiosai-hofu.jp/

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・服装
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/

◎漁業生産者による生鮮魚介類の活魚販売◎公開
模擬セリ◎餅まき◎無料ふるまい◎魚のつかみ取
り ※要事前申し込み■料金：無料■定員(魚のつか
み取り)：小1～小3児童50人（4月時点）、未就学児
30人 ※足元のおぼつかないお子さんは参加不可
■申し込み方法(魚のつかみ取り)：往復はがき※申
し込み多数の場合は抽選となります。〈記入内容〉
▽往信用裏面…参加児童氏名、年齢、保護者連絡
先（当日連絡がつくもの）※はがき1枚につき1人ま
で▽返信用表面…郵便番号、住所、保護者氏名
〈送付先〉〒747-8501 寿町7-1 防府さかな祭り
実行委員会　魚のつかみ取り体験イベント係（農
林水産振興課内）へ■申し込み期限(魚のつかみ取
り)：3月27日（金）当日消印有効
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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（水・祝）

中原中也賞贈呈式

時間／贈呈式：16:00～16:40
　　　記念講演：17:20～18:20
第25回中原中也賞贈呈式を行います。また、放送
大学教授の原武史氏による「中也と鉄道」と題した
記念講演を行います。■入場料：無料
問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-2717
□HP  https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/23/

会場／マツダ美祢自動車試験場
          美祢市西厚保町原1173-1

美祢

5月17日（日）

2020ママチャリ
グランプリ
in MINE

時間／7:00～16:00
マツダ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。本イベントが参加者相互の
交流と交歓を深める場となるとともに、サイクルス
ポーツの普及・啓発を促進し、イベントを通して美
祢市の観光振興と地域活性化に寄与することを目
的とします。"■料金：1チーム20,000円（各クラス
共通）■定員：120チーム（1チーム2人～10人で
構 成 ）■申し込み方法：ネットエントリー
https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/81
878■応募要件：大会趣旨を理解し、諸規定を遵守
できる方・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方・補助輪を使用せず安全
に運転できる方・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 ■申し込み期限：4月17日（金）※問い合わせ方
法はメールのみとなります。
問い合わせ先／（一社）ITADAKI
　info@itadaki.jp
□HP  https://karusuto.com/event/2020-5-17mama/

会場／防府天満宮～天神ピア
          防府市松崎町14-1
          防府市天神1-6-37

防府

4月29日（水・祝）

春の幸せます
フェスタ2020　
おんなみこし 

時間／13:00～17:00
第6回「おんな神輿連合渡御」の参加団体を募集し
ています。防府天満宮→天神ピア→防府天満宮の
ルートをみこしを担いで練り歩きます。みこし装飾
や衣装の審査による賞も用意しておりますので、お
友達同士でお気軽にご参加ください。■観覧料：無
料■参加費：一般部門：10,000円（1団体）▷子供
部門（高校生以下で構成する団体）：無料 ※みこし
をお持ちでない方は、「幸せ枡みこし」を別途
10,000円で注文可。■申し込み方法：防府商工会
議所HPから参加申込書をダウンロードいただき、
FAXまたはメールでお申し込みください。■応募要
件：1団体4人以上の女性グループ（人数の上限は
ありません）■申込期限：4月５日（日）

問い合わせ先／幸せますフェスタ実行委員会事務局
防府商工会議所　
☎0835-22-4352　FAX0835-22-4763
　hofu@h-c.or.jp
□HP  https://www.h-c.or.jp/individual/
　2020onnamikoshi/

会場／アスピラート
　　　2階展示ホール
          防府市戎町1-1-28

防府

4月29日（水・祝）
～5月31日（日）

ふわふわ
シナモロール展

時間／10:00～17:00
　　　（入場は16:30まで）
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“遠いお空
の雲の上
で 生まれ
た、白い子
イヌの男の
子 。あ る
日、空から
フワフワ飛
んできたと
こ ろ を 、
「カフェ・シ
ナモン」の
お姉さん
に見つけら
れ、シッポがまるでシナモンロールのようにくるくる
巻いているので、「シナモン」という名前をつけて
もらいました。”そんなストーリーから生まれたサン
リオの人気キャラクター「シナモロール」。東京・大
阪などの各都市で“初の”シナモロール展として人
気を博した本展が、なんと今回、九州・山口初上陸! 
■入場料：一般650円（600円）、高大生：400円
（300円）、中学生以下無料 ※（ ）内は前売・20人
以上の団体料金。※障害者手帳等をお持ちの方な
らびに特別支援学校に在学中の方と、その付き添
いの方は1人まで無料（要証明）※財団会員は当日
券・前売り券価格から各100円引き。（会員割引は1
個人会員につき1枚・法人会員は2枚、1回のみ。取
り扱いはアスピラート、防府市公会堂のみ）※初日
4月29日（水・祝）は「春の幸せますフェスタ～カ
ラーミッションピンク」につき、ピンク色の服や小物
などピンクを身に着けてご来場の方は、当日券料金
100円引き（本人に限り1回のみ）※小学生以下の
お子様は保護者ご同伴ください（保護者は、扶養
者、または20歳以上のそれに準ずる方）※混雑時
は入場を制限する場合があります。■前売券取扱：
アスピラート、防府市公会堂、山口情報芸術セン
ター、周南市文化会館、ローソンチケット Lコード 
62172　※アスピラートでの前売券販売は4月
28日（火）まで。■休館日：5月5日（火・祝）を除く火
曜※5月7日（木）は振替休館
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／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

4月29日（水・祝）

中原中也生誕祭
「空の下の朗読会」

時間／12:30～15:00
中原中也の生誕祭。詩の朗読を好んだ中也にちな
んで、屋外での一般参加の朗読会、ゲストによる音
楽コンサートを行います。■入場料：無料■定員：先
着20組■申し込み方法：朗読希望の方は、当日
12:00から会場で受け付け。
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  http://www.chuyakan.jp/

時間／9:00～18:00
中原中也の生誕日にあわせて入館無料です。ぜひ
ご来館ください。■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/


