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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

室内楽セミナー
「秋吉台の響き2020」
コンサート

4月26日（日）

山陽小野田市

吹きガラス体験

4月19日（日）、26日（日）、
5月3日（日・祝）、4日（月・祝）、
6月14日（日）、28日（日）

萩市

流し雛
4月3日（金）

津和野町

津和野
今昔館
展示

展示終了未定（土日祝日のみ開催）

山口市

中原中也
生誕祭
「空の下の
朗読会」
中原中也賞
贈呈式

4月29日（水・祝）

防府市
防府天満宮
大石段花回廊

4月16日（木）～5月6日（水）

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

藤河内茶園

見頃　4月中旬～
5月下旬
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会場／津和野今昔館
          島根県鹿足郡津和野町町田イ270-4

津和野

展示終了未定（土日祝日のみ開催）

津和野今昔館展示

時間／9:00～17:00
今昔館にて展示中の金庫が、1月22日放送の「林
修のニッポンドリル」にて紹介されました。これまで
見ることができなかった内部が開錠によりご覧いた
だけるようになりました。ぜひ今昔館にお越しくだ
さい。■入館料：一般250円、中高生150円、小学
生80円■休館日：土日祝日以外
問い合わせ先／津和野今昔館
☎0856-72-3288

会場／山口市後河原

山口

4月上旬まで

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

会場／萩市内の文化財施設など15箇所
          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

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

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

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

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

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

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
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430

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。
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問い合わせ先／津和野町郷土館
☎0856-72-0300

会場／山口市小郡文化資料館
          山口市小郡下郷609-3

山口

5月10日（日）まで

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。■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

会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

5月31日（日）まで

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。期間
中展示替えあり。【前期】～4月24日（金）【後期】4
月25日（土）～■入館料：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）

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

11月30日（月）まで

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（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。■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※天候不良の場合は運休
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139

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

テーマ展示
「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
方も少なくないと思います。本展では、教科書に掲
載された中也の詩を中心に、中也の詩の魅力や豊
かさに迫ります。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、年末年始
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430

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：
大人200円、小人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

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。■
参加料：100円
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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

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

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

会場／エヒメアヤメ自生地
          防府市大字西浦

防府

4月11日（土）～20日（月）

エヒメアヤメ
自生南限地帯
一般開放

時間／9:00～17：00（入場は16:30まで）
国指定天然記念物エヒメアヤメ自生南限地帯をエヒ
メアヤメの開花時期に一般開放します。■料金：無料
問い合わせ先／防府市教育委員会教育部文化財課
☎0835-25-2532

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■申し込み期限：4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

会場／秋穂地域交流センター 
　　　集合・スタート
          山口市秋穂東6823-1

山口

4月12日（日）、13日（月）

第9回
秋穂八十八ヶ所
スタンプラリー

時間／9:00～15:00
秋穂八十八ヶ所お大師まいりの開催と合わせて、
スタンプラリーを実施します。スタートとゴールは
秋穂地域交流センターです。数に限りはあります
が、参加賞をご用意しております。■参加料：無料
問い合わせ先／秋穂地域交流センター
山口市秋穂東6823-1
☎083-984-2132

会場／むつみ物産販売交流施設
          萩市高佐下

萩

4月12日（日）

むつみ菜の花まつり

時間／10:00～14:00
3.5haに500万本の菜の花が4月中旬まで咲きそ
ろいますので、ぜひ見に来てください。
問い合わせ先／むつみ総合事務所産業振興部門
☎08388-6-0211

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

4月14日（火）～8月30日（日）

鷗外全集
未収録資料公開

時間／9:00～17:00
森鷗外記念館では、鷗外全集未収録の序文発見に
ついて、新聞等で発表しました。その調査結果を紹
介する企画展を開催します。ぜひこの機会にご来
館ください。■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

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
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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

4月24日（金）～6月14日（日）

春のコレクション展
柳原義達の彫刻　
～前略よしたつ様～

時間／10:00～16:00
戦後日本を代表する彫刻家のひとり柳原義達の特
集展示です。国内外で活躍するアーティストや研究
者から寄せられた柳原とのエピソードや作品をめぐ
る回想をとおして、その人柄と作品世界に迫ります。
■料金：無料■休館日：5月5日（火・祝）を除く火曜
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282

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

4月22日（水）～6月21日（日）

ガッタイ! ヘンシン! 
ふしぎな絵画展

時間／9:30～19:00
　　　（土・日・祝は18:00まで）
奇想の画家「アルチンボルド」の絵画（レプリカ）が
防府図書館にやってきます。アルチンボルドの不思
議な寄せ絵を楽しんでみませんか? また、アルチン
ボルドなどの不思議な絵画や、同時期に開催する市
内の3つのミュージアムの企画展に関連する図書展
示もあります。■料金：無料■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／（公財）防府市文化振興財団（防府図書館）
☎0835-22-0780

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

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：火打石（変更しました）■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

会場／ときわ動物園入口集合
          宇部市則貞3-4-1

宇部

4月18日（土）

動物のお台所見学

時間／14:00～
動物たちは、どんなエサを食べているのかな? ■
料金：無料（入園料は別途必要）■定員：先着20人
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

会場／きららガラス未来館
          山陽小野田市焼野海岸

4月19日（日）、26日（日）、
5月3日（日・祝）、4日（月・祝）、
6月14日（日）、28日（日）

吹きガラス体験

時間／9:00～、13:30～
吹き竿の先に
熔けたガラス
を巻き取って、
息をいれ、道
具を使い、形
を整えながら
グラスや器を
作ります。■対
象：小学生以上
■料金：2,660
円～、3,700
円～■定員：各
回5人■申し
込み方法：電話
（4月8日9：00
から予定）※作
品のお渡しは
1週間後です。
ゴールデンウィーク期間中の体験作品は2週間後以
降にお渡しします。随時体験も各種あります。詳しくは
電話またはHPをご覧ください。
問い合わせ先／きららガラス未来館
☎0836-88-0064
□HP  https://www.onodaglass.jp/

山陽
小野田

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」

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

会場／ときわ動物園
　　　エリマキキツネザル舎前集合
          宇部市則貞3-4-1

宇部

4月18日（土）～19日（日）

エリマキキツネザル
お宅訪問

時間／13:00～
エサの配置をお手伝いしてもらいます。■料金：無
料（入園料は別途必要）■定員：各先着20人
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

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）

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絵を表
現します。■観覧料：無料
問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
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会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

4月25日（土）

ハーバリウムを作ろう

時間／①11:00～12:00
　　　②14:30～15:30　

透明の容器にお花などを詰めて、ハーバリウムを
作ります。■持参品：持ち帰り用の袋■料金：1,000
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：4月1日（水）～17日（金）
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／ときわ動物園　
　　　フクロウ展示場前
          宇部市則貞3-4-1

宇部

4月25日（土）

傷病鳥獣ガイド
～もし、鳥のヒナを
見つけたら～

時間／13:30～
鳥獣保護活動や野生動物をとりまく現状を紹介し
ます。■料金：無料（入園料は別途必要）■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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

4月26日（日）

ドライフラワーの
ワックスサシェを作ろう

時間／①10:00～11:00
　　　②13:00～14:00　
ドライフラワーを使った、香りのする飾りを作ります。
香りも見た目も楽しむことができ、癒やしアイテムの
1つになります。■持参品：持ち帰り用の袋■料金：
800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：4月1日（水）～17日（金）
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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

4月26日（日）

苔テラリウムを作ろう

時間／①10:30～12:00
　　　②14:00～15:30　
透明の瓶の中に、本物のコケを使って小さなお庭を
作ります。■持参品：持ち帰り用の袋■料金：1,300
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：4月1日（水）～17日（金）
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／防府市地域交流センター
　　　（アスピラート）
          防府市戎町1-1-28
　　　防府市青少年科学館
　　　（ソラール）
          防府市寿町6-41
　　　防府市立防府図書館
          防府市栄町1-5-1　
          ルルサス防府3階
　　　山頭火ふるさと館　
          防府市宮市町5-13

防府

4月25日（土）～
6月21日（日）まで
※山頭火ふるさと館は
5月31日（日）まで

（公財）防府市文化振興財団
4施設連携事業　
「アナザー・ワールド
～防府でちょっと違う
世界を見てみませんか?～」
スタンプラリー

防府市文化振興財団が管理運営する4つのミュージ
アム＆ライブラリーで、「〇〇な世界」をテーマに、企
画展を同時期に開催します。それぞれの世界をお楽し
みいただき、4施設を巡るスタンプラリーにご参加くだ
さい。スタンプの絵にはヒミツが！ 全部集めると不思議
な暗号に…。※開館時間・休館日等は、各館HPやチラ
シでご確認ください。詳しくはお問い合わせください。
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
ソラール
☎0835-26-5050
防府図書館
☎0835-22-0780
山頭火ふるさと館
☎0835-28-3107
防府市文化振興財団事務局
☎0835-23-2211

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

4月25日（土）

押し花のクリア
ティッシュケースを
作ろう

時間／①10:00～11:00
　　　②13:30～14:30
ポケットティッシュサイズのクリアケースを作りま
す。■持参品：持ち帰り用の袋■料金：1,300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：4月1日（水）～17日（金）
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／防府市青少年科学館（ソラール）
          防府市寿町6-41

防府

4月25日（土）～6月21日（日）

企画展「へんしん! 
錯覚立体展
～見方を変えると
違ったものが
見えてくる!～」

時間／9:30～17:00（入館は16:30まで）
鏡を使う、違う方向から見る、光を当てて影にする、見る
距離を変えるなどの見方を変えると、同じものなのに、そ
れがまったく別の形に見える、とてもふしぎな錯視作品を
展示します。明治大学研究特別教授の杉原厚吉さんが手
掛けた、「ベスト錯覚コンテスト世界大会」の優勝作品
や、本展のために制作した日本初の作品も展示します。
■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
■休館日：4月27日（月）、5月7日（木）、11日（月）、18日
（月）、25日（月）、6月1日（月）、8日（月）、15日（月）
問い合わせ先／防府市文化振興財団
☎0835-26-5050（ソラール）

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29
　　　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

4月25日（土）～6月14日（日）

阿部雄介写真展 
生命の楽園ボルネオ
～メガダイバーシティの森～

時間／9：30～17：00
ボルネオの自然あふれる写真を展示します。■料
金：無料■休館日：5月5日（火・祝）を除く火曜
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551
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会場／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

4月26日（日）

室内楽セミナー
「秋吉台の響き2020」
コンサート

時間／15:00開演（14:30開場）
第一線で活躍する演奏家を迎えて開講する室内楽
セミナー「秋吉台の響き」。セミナーのオープニング
を飾る、一流演奏家による珠玉の室内楽の世界を
ご堪能ください。■チケット：一般：2,500円、大学生
以下：1,000円（当日券各500円増、フレンズネット
会員2割引）■プレイガイド（前売り券）：電話、HP
からのチケット申し込み
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
□HP  https://aiav.jp/

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

4月27日（月）

おいしいコーヒーの
入れ方、コーヒー豆講座

時間／①10:00～12:15
　　　②13:30～15:45 
おいしいコーヒーの入れ方や、コーヒー豆になるま
での過程について学びます。■料金：1,000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：4月1日（水）～17日（金）
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／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

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。
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

4月29日（水・祝）

気分も身体もスッキリ! 
スペシャルな
アロマバスソルトを
作ろう!

時間／①10:00～11:30
　　　②13:30～15:00　
お風呂でリラックスできるバスソルトを作ります。■
持参品：持ち帰り用の袋■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：4月1日（水）～17日（金）
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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

4月29日（水・祝）

じゃんけんパキラ

時間／10:00～
世界を旅する植物館の入館者の中から、ときわ
ミュージアムで育てたパキラをプレゼント! ■定員：
先着15人（1家族1鉢）
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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

4月29日（水・祝）

ビワで天然美容生活

時間／①10:00～11:30
　　　②13:30～15:00
ビワの葉を使って、お灸をします。■持参品：持ち帰
り用の袋■料金：1,000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：4月1
日（水）～17日（金）
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／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
　　　（最終入場は16:30）
“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）※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

©2001, 2020 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO. SP600858

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

4月29日（水・祝）

「春色手ぬぐい
作ってみん?」
～桜で染めよう～

時間／①10:00～11:30
　　　②14:00～15:30　
桜で染めて、自分だけの手ぬぐいをデザインしよ
う。■持参品：持ち帰り用の袋■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：4月1日（水）～17日（金）
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
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会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月1日（金）

ハーブや野草などの
苔玉をつくろう

時間／①10:00～12:00
　　　②13:00～15:00　
ハーブや野草を使って苔玉を作ります。■持参品：
持ち帰り用の袋■料金：1,300円■定員：各先着15

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

4月30日（木）

ベビーマッサージ

時間／①10:00～12:00
　　　②13:30～15:30　
お子様とマッサージで触れ合って、絆を深めましょ
う。植物館ガイド付き。■対象：2カ月～3歳■持参

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／萩市民体育館
          萩市大字椿3395-1

萩

5月1日（金）～5日（火・祝）

第30回
萩焼まつり

時間／9:00～17:30
今年は逸品展「イチオシ！ 2020」を開催し、各作家
自慢の器を展示販売します。萩焼展示即売、萩焼ろ
くろ体験、器と花のコラボレーション、テーブルコー
ディネート展、逸品展、萩特産品販売、スクラッチ抽
選、えびね蘭展示販売、カフェコーナー、萩焼オー
クションなど
問い合わせ先／萩焼まつり実行委員会（萩商工会議所内）
☎0838-25-3333

会場／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

4月30日（木）～
5月5日（火・祝）

第9回秋吉台
音楽コンクール

時間／（時間未定）
演奏家への登竜門として開催する音楽コンクール。
今回はサクソフォーンと室内楽（二重奏）の2部門を
開催します。今後の飛躍が期待される若手奏者の
熱のこもった演奏は、予選から本選まで入場無料で
公開していますので、お気軽にご来場ください。
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020

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

4月29日（水・祝）

アルパカフェルト
ボールの
ストラップづくり

時間／13:30～
アルパカの毛のボールでストラップを作ります。■
料金：200円■定員：先着30人■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／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

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、当日正
午から会場で受付
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430

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

品：飲み物、バスタオル■料金：1,200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：4月1日（水）～17日（金）

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
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会場／萩往還交流施設
　　　「乳母の茶屋」と
　　　周辺民家軒先（明木市）
          萩市大字明木3198-3

萩

5月3日（日・祝）、4日（月・祝）

萩往還まつり
「技・明木展」

時間／10:00～16:00
萩市および山口県内外の伝統工芸品等の展示販
売、特産品の販売、本場ネパールインドカレーなど
飲食コーナー、オカリナ演奏、明木市の歴史案内な
ど、約80店の出店。
問い合わせ先／萩往還工芸まつり実行委員会
☎0835-55-0817

会場／萩城跡指月公園、
　　　旧厚狭毛利家萩屋敷長屋、
　　　旧久保田家住宅、
　　　松陰神社（立志殿）
          萩市堀内1-1等

萩

5月3日（日・祝)、4日（月・祝）

萩・大茶会

時間／10:00～15:00
献茶式（3日、9:30～志都岐山神社）薄茶四席の接
待、琴・尺八の演奏（指月公園）、生け花展（松陰神
社（立志殿））など■茶券　[前売券]四席券1,900
円、二席券1,100円　[当日券]一席券600円■チ
ケット販売所：萩市観光課、萩市観光協会、萩商工
会議所、萩温泉旅館協同組合
問い合わせ先／萩市観光課内萩・大茶会実行委員会
☎0835-25-3139

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月2日（土）

エッセンシャル
オイルを使って
芳香剤を作ろう

時間／①10:30～12:30
　　　②14:00～16:00　

エッセンシャルオイル（精油）を使って、自分の好き
な香りの芳香剤を2種類作ります。■持参品：持ち
帰り用の袋■料金：1,200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：4月
1日（水）～17日（金）
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／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

5月3日（日・祝）

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

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月3日（日・祝）

5月病対策に
ミストスプレーを
作ろう

時間／①10:00～12:00
　　　②13:30～15:30　
アロマを使ったミストスプレーを作ってリフレッシュ
しましょう。■持参品：持ち帰り用の袋■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：4月1日（水）～17日（金）
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

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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月1日（金）

サンドアートと
フラワー
アレンジメント

時間／①11:00～12:30
　　　②14:30～16:00　
ガラスの容器に砂で模様をつけ、その上に植物を
飾ります。■持参品：持ち帰り用の袋■料金：1,200
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：4月1日（水）～17日（金）
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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月2日（土）

フラワーボックスを
作ろう

時間／①10:00～11:00
　　　②13:00～14:00　
お花をボックスに詰め込み、いつもと違うお花の飾
り方を学んでみませんか。■持参品：持ち帰り用の
袋■料金：2,500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：4月1日（水）
～17日（金）
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

人■申し込み方法：電話またはFAX■申し込み期
間：4月1日（水）～17日（金）
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会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月6日（水・振休）

色ついたほ! 
たたき染め
～植物の姿と色を
写し取ろう～

時間／①11:00～12:30
　　　②14:30～16:00　
葉や花などの姿を写し取り、色や模様をつけます。
■持参品：持ち帰り用の袋■料金：1,200円■定員：
各先着10人■申し込み方法：電話またはFAX■申
し込み期限：4月1日（水）～17日（金）
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

木のおもちゃで自由に遊ぼう!■料金：無料
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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月6日（水・振休）

多肉植物の
寄せ植えをしよう

時間／①10:00～12:00
　　　②13:30～15:30　
多肉植物を寄せ植えして、育ててみよう。■持参品：
持ち帰り用の袋、軍手■料金：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：4月1日（水）～17日（金）
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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月5日（火・祝）

もくレースで
アクセサリーを作ろう

時間／①10:00～11:00
　　　②13:30～14:30
木で作ったレースのモチーフを使って、ストラップ
などのアクセサリーを作ります。■持参品：持ち帰り
用の袋■料金：900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：4月1日
（水）～17日（金）
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／きららガラス未来館
          山陽小野田市焼野海岸

5月5日（火・祝）

サンドキャスト体験

時間／9:00～、10:30～
子どもの日限定体験! 水で湿らせた砂で、貝殻など
を押し付けて作ったくぼみに熔けたガラスを流しこ
み、手のひらサイズのガラスの置物を作ります。小
さなお子さんは、握りこぶしや足形などにも挑戦で
きます。■対象：小学生以上■料金：1,610円～■定
員：先着各10人■申し込み方法：電話（4月8日9：
00から予定）※作品のお渡しは1週間後です。ゴー
ルデンウィーク期間中の体験作品は2週間後以降
にお渡しします。随時体験も各種あります。詳しくは
電話またはHPをご覧ください。
問い合わせ先／きららガラス未来館
☎0836-88-0064
□HP  https://www.onodaglass.jp/

山陽
小野田

会場／ときわミュージアム
　　　UBEビエンナーレ彫刻の丘
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月4日（月・祝）、5日（火・祝）

GWワークショップ
Light of View　
万華鏡をつくろう!

時間／10:00～14:00
光を集めるオリジナルの万華鏡をつくって、彫刻の
丘を探検しよう! ■料金：300円
問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月4日（月・祝）

アロマバーを
作ろう!

時間／①10:00～12:00
　　　②13:30～15:30　
火を使わず、アロマキャンドルのように香りを楽し
めます。おしゃれに飾ってインテリアにも。■持参
品：持ち帰り用の袋■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：4月1日（水）～17日（金）
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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月4日（月・祝）

プラントカバーを
作って植物を
育てよう!

時間／①11:00～12:00
　　　②14:00～15:00　
かわいい鉢カバーを作って、植物を育ててみよう。
■持参品：持ち帰り用の袋■料金：1,200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：4月1日（水）～17日（金）
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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月3日（日・祝）

染めてみん? 
初めての草木染め

時間／①10:30～12:00
　　　②14:30～16:00
自分の好きな色で草木染めを体験してみよう。■持
参品：持ち帰り用の袋■料金：1,200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：4月1日（水）～17日（金）
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／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

5月5日（火・祝）

木のおもちゃに
触れて、ぬくもりを
感じよう

時間／10:00～15:00
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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

5月30日（土）

プレジャーBの
コメディ・クラウン・
サーカス

時間／14:00～15:20（予定）
　　　（開場は13:30～）
カラフルで個性豊かな5人のクラウン（道化師）た
ちによるコメディー・サーカス。クラウンたちは舞台
上をところせましと駆け回ったり、舞台からぬけて
客席内に遊びにいくことも! ジャグリングあり、パン
トマイムあり、マジックあり、わくわくドキドキのス
テージをお届けします。■入場料：全席指定　一般
2,800円　小学生以下1,500円（財団会員500円
引き、当日500円高）※3歳以上はチケット必要。2
歳以下は保護者1人につき1名まで膝上鑑賞無料。
座席が必要な場合は有料。■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
62371）、チケットぴあ（Pコード500-012）
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山口

会場／やまぐちリフレッシュパーク
　　　（予選）
          山口市大内長野1107
　　　湯田温泉西の雅　常盤
　　　（決勝トーナメント）
          山口市湯田温泉4-6-4

5月30日（土）

湯田温泉
スリッパ卓球大会

時間／10:00～19:00
卓球女子日本代表石川佳純選手の出身地である卓
球王国山口において、温泉地ならではの発想でラ
ケットをスリッパに持ち替えて戦うB級スポーツ
「湯田温泉スリッパ卓球大会」が開催されます。毎
年、仮装して参加される方も多く、職場仲間や友
人・知人と「遊びを極めた真剣勝負!?」を楽しんでく
ださい。湯田温泉入浴券や石川佳純選手グッズな
どもプレゼントします。参加申し込みなどの情報は
「湯田温泉スリッパ卓球大会Facebook」をご確認
ください。■参加料：3,000円（1組2人分）■定員：
キャリアの部（卓球経験者）：200組、エンジョイ部
（卓球未経験者）：200組■申し込み方法：FAX■応
募要件：中学生以上■申し込み期限：5月7日（木）
問い合わせ先／湯田温泉スリッパ卓球大会実行委員会
☎083-925-6843

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

5月30日（土）～7月12日（日）

企画展
「萩藩のなりたち」

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
江戸時代の大名は、歴史や地域性を活かしつつ、
独自の支配を展開しました。防長の地を支配した萩
藩が、どのような藩であったのか、その特質を毛利
家伝来資料から紹介します。■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

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人から10人までで構成）
■ 申 し 込 み 方 法：ネ ット エ ン ト リ ー
https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/818
78■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

問い合わせ先／一般社団法人ITADAKI
　info@itadaki.jp
※お問い合わせはメールのみとなります

会場／①江汐公園
          山陽小野田市大字高畑字西山根401-1
　　　②⑥竜王山
          山陽小野田市大字小野田字番屋岳1261
　　　③⑦山陽小野田市民館
          山陽小野田市栄町9-25
　　　④⑤⑧⑨⑩山口東京理科大学
          山陽小野田市大学通1-1-1

①5月16日（土）、②6月13日（土）、
③20日（土）、④7月18日（土）、
⑤9月12日（土）、⑥10月17日（土）、
⑦24日（土）、⑧11月14日（土）、
⑨12月12日（土）、⑩1月30日(土）

薬草による
健康づくり講座
（全10回）

時間／①②④⑤⑥⑧⑨⑩9:30～11:30
　　　③⑦9:00～15:00
総合型地域スポーツクラブ「すげえちゃ・高泊」と山
口東京理科大学薬学部が連携して健康づくり講座
を開催します。■対象：どなたでも参加可（昨年参加
された人も参加可）■内容：①開講式・オリエンテー

問い合わせ先／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）
　sugeecha.takatomari.2013@gmail.com

山陽
小野田

ション、②初夏の竜王山散策、③初夏の竜王山薬草
定食、④サルコペニアとフレイル、⑤健康と運動、⑥
秋の竜王山散策、⑦秋の竜王山薬用定食、⑧薬用の
利用方法、⑨お薬講座と健康相談会、⑩閉講式・1年
間のふりかえり　※時間、場所、内容は変更する場
合があります。■参加料：1人6,000円（保険料、全回
の受講料、材料費込）※開講式または参加した日に
お支払いください。■定員：先着30人■申し込み方
法：電話またはメール■申し込み期限：5月8日（金）

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及
びチーム内に最低1名の保護者同伴が必要■申し
込み期限：4月17日（金）




