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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をご紹介します。
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。

なな  し  まち

P i c k  U p

2 0 2 0

May.

P i c k  U p

P i c k  U p

美祢市

【開花情報】カキツバタ
（二反田溜池カキツバタ群生地）

5月中旬～6月上旬

山陽小野田市

【開花情報】バラ
（江汐公園 バラ園）

5月中旬～6月中旬

萩市

世界遺産登録
5周年記念企画展
「世界遺産を守った
夏みかん」

6月9日（火）まで
津和野町

よみがえる～畑迫病院復原写真展～
6月28日（日）まで

山口市

企画展Ⅰ
「〈汽車が速い
のはよろしい〉
―中也の詩と
乗り物」　

5月12日（火）～7月26日（日）

防府市
企画展
「端午」

5月11日（月）～24日（日）

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

【開花情報】
ツツジ
（ときわ公園）

5月中旬まで
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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。■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 12人／隻 ※天候
不良の場合は運休 ※5月10日（日）まで休止
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／津和野町内
          島根県鹿足郡津和野町

津和野

12月31日（木）まで

日本遺産 
津和野スタンプラリー
第2弾

津和野町では、町歩きを楽しんでいただこうと昨年
の2019年より『日本遺産　津和野スタンプラ
リー』を実施しており、今年も第2弾として、新たに
6カ所を巡る『日本遺産　津和野スタンプラリー』
を実施いたします。年間を通じて実施いたしますの
で、津和野町へ遊びに来られた時にぜひご参加く
ださい。※5月31日（日）までにスタンプを3カ所以
上集められた方は、町内で使える商品券等が当た
る抽選会に挑戦できます。※新型コロナウイルス
感染拡大予防対策の一環として、現在観光案内所
は臨時休館中のため抽選会を中止しております。５
月７日（木）から再開の予定となっておりますが、今
後の状況により再開日は変更となることもあります
ので予めご了承ください。

会場／萩博物館
          萩市大字堀内355

萩

6月9日（火）まで

世界遺産登録
5周年記念企画展
「世界遺産を守った
夏みかん」

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）
世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の
一つである萩城下町には、長州藩の重臣達が住ん
だ武家屋敷地が含まれています。その武家屋敷地で
は、屋敷の地割やまちの形が江戸時代のまま保たれ
ています。武家屋敷地を大きな改変から守った萩特
産の夏みかんのひみつに迫ります。■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■休館日：6月10日
（水）～12日（金）※5月10日（日）まで臨時休館中
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／旧畑迫病院
          島根県鹿足郡
          津和野町邑輝829-1

津和野

6月28日（日）まで
よみがえる
～畑迫病院
復原写真展～

時間／9:00～16:30
昭和59年に閉院し、修復工事を経て平成28年に
再開館した旧畑迫病院。今回の写真展では文化財
である当館の修復時の様子から現在に至るまでの
流れをご紹介します。■入館料：一般200円、中高
生150円、小学生100円■休館日：月曜（祝日の場
合はその翌日）※新型コロナウイルス感染拡大予
防対策の一環として、現在臨時休館中です。５月７
日（木）から再開の予定となっております。また、今
後の状況により再開日は変更となることもあります
ので予めご了承ください。

問い合わせ先／旧畑迫病院
☎0856-72-0338 

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

8月30日（日）まで

鷗外全集
未収録資料を
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）※新型コロナウイルス感染拡大予防対策
の一環として、現在臨時休館中です。５月７日（木）
から再開の予定となっております。また、今後の状
況により再開日は変更となることもありますので予
めご了承ください。
問い合わせ先／森鷗外記念館
☎0856-72-3210 
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会場／江汐公園 バラ園
          山陽小野田市大字高畑字
          西山根401-1

5月中旬～6月中旬

【開花情報】バラ

約100種約1,000本のバラが毎年楽しめる江汐公
園のバラ園は、5月中旬から6月中旬にかけて見ごろ
を迎えます。
問い合わせ先／山陽小野田市都市計画課
☎0836-82-1162

会場／山頭火ふるさと館
          防府市宮市町5-13

防府

5月11日（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。■料
金：無料■休館日：火曜（祝日の場合は翌平日）※新
型コロナウイルス感染拡大予防対策の一環とし
て、現在臨時休館中です。5月11日（月）から再開
の予定となっております。また、今後の状況により
再開日は変更となることもありますので予めご了
承ください。
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／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

5月11日（月）～31日（日）

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）※新
型コロナウイルス感染拡大予防対策の一環とし
て、現在臨時休館中です。5月11日（月）から再開
の予定となっております。また、今後の状況により
再開日は変更となることもありますので予めご了
承ください。
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／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112

5月11日（月）～
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■休館日：火曜（祝日の
場合は祝日でない翌日）※新型コロナウイルス感
染拡大予防対策の一環として、現在臨時休館中で
す。5月11日（月）から再開の予定となっておりま
す。また、今後の状況により再開日は変更となるこ
ともありますので予めご了承ください。
問い合わせ先／十朋亭維新館
☎083-902-1688
□HP  https://jippotei-ishinkan.jp/

山口

問い合わせ先／津和野町観光協会
☎0856-72-1771

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

5月11日（月）～24日（日）

企画展「端午」

時間／9:00～17:00
“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」のほか、毛利家伝来の刀剣や具足・服
装や身の回りの品々などを展示します。■入館料：
大人700円、小中学生350円※団体料金（20人以
上）は料金の10％引き※新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、現在臨時休館中です。5月11日
（月）から再開の予定となっております。
問い合わせ先／毛利博物館
☎0835-22-0001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/～mouri-m/

山陽
小野田
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会場／二反田溜池
　　　カキツバタ群生地
          美祢市美東町二反田

美祢

5月中旬～6月上旬

【開花情報】
カキツバタ

二反田溜池には、約15種類の自然植物が群生し、
湿地帯特有のカキツバタやジュンサイ、オオミズゴ
ケなどがよく発達しており、山口県内でも貴重な学
術的資料です。特にカキツバタ群落は、野生種とし
ては山口県内では最も大きく、例年5月中旬から6
月上旬にかけて、紫や白の美しい花を咲かせます。
問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115
□HP  http://karusuto.com/spot/
　kakitsubatagunsei/

会場／防府市青少年科学館
　　　（ソラール）
          防府市寿町6-41

防府

5月12日（火）～
12月20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

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

5月12日（火）～
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／9:00～18:00

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

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

5月12日（火）～
2021年2月14日（日）

テーマ展示
「教科書で読んだ
中也の詩
―思い出の一篇」

時間／9:00～18:00
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

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

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、年末年始　※新型コロナウイルス
感染拡大予防対策の一環として、現在臨時休館中
です。5月12日（火）から再開の予定となっておりま
す。また、今後の状況により再開日は変更となるこ
ともありますので予めご了承ください。

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　※新型コロナ
ウイルス感染拡大予防対策の一環として、現在臨
時休館中です。5月12日（火）から再開の予定と
なっております。また、今後の状況により再開日は変
更となることもありますので予めご了承ください。
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宇部

美祢

7月～11月

産業観光バスツアー
2020

産業施設や遺構を巡り、産業の発展と深く結びつ
いた地域の歴史や地域社会に貢献する企業の取り
組みなどを楽しみながら学べるツアーです。詳細は
HPでご確認ください。■料金：コースにより異なる
■定員：コースにより異なる■申し込み期限：コース
により異なる
問い合わせ先／宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会
☎0836-34-2050
□HP  https://www.csr-tourism.jp/

山陽
小野田

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

6月7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／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

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※団体料金（20人以上）は料
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／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

5月23日（土）、24日（日）

菜香亭市民
ギャラリー
「いぬの詩 
in 山口」

時間／10:00～16:30
レイノルズ和誇さんによる犬の絵を約30点展示い
たします。■観覧料：無料■休館日：なし
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  https://www.c-able.ne.jp/～saikou/
　news/news-gya.html

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

5月17日（日）、
6月21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。
5月17日（日）のテーマ：昔のはかり、6月21日（日）
のテーマ：火打石■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／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

5月17日（日）～
7月5日（日）

企画展
「水墨こめづくり」

時間／9:00～16:30
『四季耕作図屏風』（雲谷等爾）をテーマとして、昔
の米づくり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）※新型コロナウイルス感
染拡大予防対策の一環として、現在臨時休館中で
す。5月11日（月）から再開の予定となっておりま
す。また、今後の状況により再開日は変更となるこ
ともありますので予めご了承ください。
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／西宇部ふれあいセンター
　　　集合
          宇部市西宇部北3-9-15

宇部

5月16日（土）

てくてくまち歩き

時間／9:50～12:00
「菩提寺山から平原八幡宮へ　薫風の迫条路を巡
る」（約4.5km）■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：5月15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 

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

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：月曜（祝日の場合は翌平日）※新型コロナウイ
ルス感染拡大予防対策の一環として、現在臨時休
館中です。5月12日（火）から再開の予定となって
おります。また、今後の状況により再開日は変更と
なることもありますので予めご了承ください。


