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なな し まち

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 。
Pick Up

Pick Up

萩市

津和野町

3月20日（土・祝）

4月11日（日）
まで

はぎマルシェ

企画展
明治・大正
時代の
女医さんたち

Pick Up

Pick Up

美祢 市

山口市

3月1日（月）
〜26日（金）

3月26日（金）
〜4月4日（日）

美祢市周遊デジタルスタンプラリー
『＃みねきゅん』
〜ググれない体験がここにある！
！〜

着物deおさんぽ

Pick Up

防府市
Pick Up

山陽小野 田 市
3月21日（日）

バリアフリー映画
上映会

Pick Up

宇部市
3月20日（土・祝）
〜
4月4日（日）

夜桜ライトアップ

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

4月11日（日）
まで

毛利博物館企画展
「お雛さま」
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3月7日（日）
まで
防府

梅まつり

会場／防府天満宮
防府市松崎町14-1

防府市まちの駅うめてらす
防府市松崎町1-20
梅の見頃に「梅まつり」が開催されます。防府天満宮
では祭典における稚児舞奉納や人形感謝祭（里親さ
がし）などの催し、うめてらす館内では、梅の形をした
吊るし飾り「うめもん」で来場者をおもてなしします。
問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
HP https://www.hofutenmangu.com/
□
防府市まちの駅うめてらす
☎0835-28-0500
HP https://ume-terrace.jp/
□

時間／9:35〜15:05
期間中の土曜・日曜・祝日に、萩の自然を楽しんでい
ただくため、萩観光の拠点 萩・明倫学舎と花の見ど
ころスポットをめぐり周遊する観光バスを運行しま
す。運行日は各まつり開催期間中の土曜・日曜・祝日
のみ。乗車の際は新型コロナウイルス感染症対策
のため、他グループとの間隔を開けてのご乗車を
お願いいたします。時刻表など、詳しくはHPをご確
認ください。■料金：無料■定員：25人程度
問い合わせ先／萩・花ごよみ実行委員会事務局
（萩市観光課内）
☎0838-25-3139
HP https://www.hagishi.com/hanameguri̲bus/
□

3月15日（月）
まで
防府

3月20日（土・祝）
まで
萩

萩・椿まつり

会場／笠山椿群生林（越ケ浜）
萩市椿東越ヶ浜
時間／10:00〜15:00
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」が開催されま
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 https://www.hagishi.com/search/detail.
□
php?d=900005

企画展
俳句の中の生き物

会場／山頭火ふるさと館
特別展示室
防府市宮市町5-13
時間／10:00〜18:00

3月7日（日）
まで
萩

萩往還梅林園まつり

会場／萩往還梅林園
萩市椿1125
時間／9:00〜16:00
期間中の土曜・日曜・祝日に、萩往還梅林園にて、梅
の開花時期にあわせて開催されるイベントです。梅
花の香り、野鳥のさえずりに春の訪れを感じてみま
せんか。13種類、約350本の紅梅、白梅、
しだれ梅
の花と香りがお迎えします。■料金：無料
問い合わせ先／（一社）萩市観光協会
☎0838-25-1750
HP https://www.hagishi.com/search/detail.
□
php?d=900069

俳句には植物や動物、虫などの小さな生き物がよく
登場します。山頭火や同時代の俳人が俳句に詠ん
だ生き物に焦点を当て、句の中でどのように生きて
いるかを探ります。生き物を通して表現される心情
などを読み解き、山頭火や自由律俳句の魅力を見
つけてみませんか。■料金：無料■休館日：火曜（祝
日の場合は翌平日）
問い合わせ先／山頭火ふるさと館
☎0835-28-3107
HP http://hofu-santoka.jp/
□

山口

3月20日（土・祝）
まで
萩

萩の花めぐり
観光周遊バス
（親水公園（河津桜）
・
笠山椿群生林コース）

会場／萩・明倫学舎〜
道の駅萩しーまーと〜
萩市越ヶ浜駐車場〜
笠山椿群生林
萩市江向602

3月7日（日）
まで
萩

萩の花めぐり
観光周遊バス
（萩往還梅林園コース）

会場／萩・明倫学舎〜
JA山口県萩椿配送センター
跡駐車場〜萩往還梅林園
萩市江向602

3月21日（日）
まで

時間／8:35〜14:45
期間中の土曜・日曜・祝日に、萩の自然を楽しんでい
ただくため、萩観光の拠点 萩・明倫学舎と花の見ど
ころスポットをめぐり周遊する観光バスを運行しま
す。運行日は各まつり開催期間中の土曜・日曜・祝日
のみ。乗車の際は新型コロナウイルス感染症対策
のため、他グループとの間隔を開けてのご乗車を
お願いいたします。時刻表など、詳しくはHPをご確
認ください。■料金：無料■定員：20人程度
問い合わせ先／萩・花ごよみ実行委員会事務局
（萩市観光課内）
☎0838-25-3139
HP https://www.hagishi.com/hanameguri̲bus/
□

企画展「山口で
奏でた音楽
〜近代の和楽と
洋楽の広がり」

会場／山口市歴史民俗資料館
山口市春日町5-1
時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）
本企画展では、幕末から昭和までの楽器や音楽機
器、文書等を展示し、日本の近代に和楽と洋楽が国
民の間にどのように広がり、山口市にどのように及ん
だかを紹介します。■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/
□

3月23日（火）
まで
山陽
小野田

企画展「人々と寺社」

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
01

2021.3_Mar.

時間／9:00〜16:30
歴史的にみると災
害 や 疫 病 など の
「異常」なときに、
「 平 穏 」を求めた
人々のよりどころ
は「寺社」でした。
このような時だか
らこそ改めてみて
いきたい人と寺社
とのかかわりを、
山陽小野田市に
のこされた資料を
通じて紹介をして
いきます。■内容：
岩崎寺観音堂鰐口（山陽小野田市指定文化財岩崎
寺所蔵）、龍王宮利生記（池田雄幸氏蔵）などの借
用資料や、館蔵の古文書や棟札、寺社縁起など■
入館料：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

割引（20人以上）および障がい者割引適用料金■
休館日：特別展開催期間中を除く水曜

時間／9:00〜17:00

問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
HP https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/
□

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。■料金：1
冊300円

3月30日（火）
まで
萩

3月29日（月）
まで
山口

企画展「おもてなし
〜萬代家のお茶道具〜」

会場／十朋亭維新館
山口市下竪小路112
時間／9:00〜17:00
萬代家主屋の建物がもともと離れの茶室として建
てられたことからも分かるように、萬代家の人々は、
茶の湯の道に深く心を寄せてきました。展示では、
萬代家から山口市に寄贈された萬代家ゆかりの品
のなかから選りすぐりの茶道具を公開し、山口町衆
のおもてなしの心を紹介します。■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
HP https://jippotei-ishinkan.jp/
□

親子探求型展示室
「探Qはぎ博」
冬の特別企画

会場／萩博物館

萩でのクジラの漂着事件や伝統文化、萩に冬こそ見ら
れる生物の標本・剥製などのミニ展示を実施中。世界で
萩・阿武地域にしかいないアブサンショウウオの生体は
必見! 【イベント①：ふゆのいきもの探Qミッション!!】館
内ミッション（ナゾ解き）と野外ミッション（いきもの探
索）をクリアすると、大自然からの贈り物「宝貝」をプレ
ゼント。
【イベント②：よりくるクジラ絵画コンテスト】
クジ
ラの絵を描いたり塗り絵をしたりして応募すると、加藤
秀弘先生（日本鯨類研究所顧問・東京海洋大学名誉教
授）の審査により入賞者に特製クジラ缶バッジをプレゼ
ント。■料金：無料■【応募方法】探Qはぎ博内のイベン
トコーナーまたはHPをご確認ください。※プレゼントは
郵送でお送りします。3月30日（火）まで■休館日：水曜
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
HP https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/
□

NHK×科学館
ウィズコロナ
特別企画「すごい宿題
〜きみだけのひみつ〜」

会場／防府市青少年科学館
（ソラール）
防府市寿町6-41
時間／9:30〜17:00
（入館は16:30まで）
各界の最前線で活躍する人たちが、子どもたちに正
解のない不思議な問いを出すNHKの番組「すごい宿
題」をソラールで体験できるイベントです。本企画の
「宿題」を出されたのは、絵本作家のヨシタケシンス
ケさんです。コロナ禍でいろいろな制限をうける子ど
もたちに、自分だけのわくわくする時間をつくってもら
いたいという願いが込められています。このイベント
のために、ヨシタケシンスケさんからの「宿題」とメッ
セージが書かれた特別な「ジュニアガイドブック」が用
意されました。入館受付で配布し、集中して「宿題」に
取り組むことができる特設コーナーを設けます。■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）、3月16日
（火）、17日（水）
（館内メンテナンスのため臨時休館）
問い合わせ先／防府市青少年科学館ソラール
☎0835-26-5050
HP http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp
□

会場／萩博物館
萩市堀内355

世界遺産の構成資産の一つである萩城下町は、幕
末期に日本が産業化に取り組んでいった当時の姿
を良くとどめていることが評価されました。萩城下町
が江戸時代から大きく変わらなかったひみつを解き
明かし、萩城下町を楽しむことができるまち歩きを提
案します。会期後半の2月21日（木）〜3月30日
（火）には、県内最大級の城下町絵図を限定公開し
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

防府

時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）

世界遺産登録5周年
記念企画展「世界遺産・
萩城下町のひみつ」

時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）

3月31日（水）
まで

萩市堀内355

3月30日（火）
まで
萩

問い合わせ先／（一社）萩市観光協会
☎0838-25-1750
HP https://www.hagishi.com/hagitravelpass
□
̲winter/

3月31日（水）
まで
萩

HAGI TRAVEL
PASS 2021
WINTER

会場／萩市内各所で販売
萩市椿3537-3（萩市観光協会）

4月3日（土）
まで
萩

萩人形展

会場／伊藤博文別邸
萩市椿東1511-1
時間／9:00〜17:00
02

2021.3_Mar.
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 https://www.hagishi.com/search/detail.
□
php?d=900060

ら明治・大正時代に栄えた堀庭園で悠々とした「お
ひな様」に囲まれながらごゆっくりご鑑賞ください。
■入園料：大人500円、中・高校生300円、小学生
200円■休館日：月曜（月曜が祝日の場合は翌日）
問い合わせ先／堀庭園
☎0856-72-0010

ぬゆえの決断でした。中也は静かな生活のなかで
詩の創作やフランス詩の翻訳に取り組みますが、
10月に結核性脳膜炎を発病。山口への帰郷を望み
ながらも鎌倉の地で30歳の生涯を閉じました。本
展では、日記や書簡、鎌倉で制作された詩などを通
じ、中也が鎌倉で過ごした最期の238日間とはど
のようなものだったのか、その軌跡を辿ります。■
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、毎月最終火曜日
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
HP https://www.chuyakan.jp/
□

4月11日（日）
まで
4月11日（日）
まで
4月3日（土）
まで
萩

津和野

萩城下の古き雛たち

会場／萩市内の文化財施設など14カ所

会場／旧畑迫病院

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。なお、時間は会場により異なります。■入館
料：施設により異なる■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 https://www.hagishi.com/search/detail.
□
php?d=900004

企画展
明治・大正時代の
女医さんたち
島根県鹿足郡津和野町邑輝829-1

時間／9:00〜16:30
「女は家を守るべきだ!」
「医者は男の仕事だ!」とい
う風潮がまだまだ強かった明治・大正時代。そんな
逆風の中、強い意志で夢を叶えた女性たちがいま
した。当時の文化や時代背景とともにご紹介しま
す。また、大正時代の女学生の袴スタイルを着用で
きる「ハイカラさんなりきり体験」も実施します（入
館料込み1,500円）。詳細はお問い合わせくださ
い。■入館料：大人200円、中高生150円、小学生
100円■休館日：月曜

防府

毛利博物館企画展
「お雛さま」

会場／毛利博物館
防府市多々良1-15-1
時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）
“ひなまつり”にちなんで、華麗な「古今雛」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※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 https://www.c-able.ne.jp/〜mouri-m/
□

問い合わせ先／旧畑迫病院
☎0856-72-0338

4月15日（木）
まで
美祢

4月4日（日）
まで
津和野

春を待つ おひな様

会場／堀庭園
島根県鹿足郡津和野町邑輝795
時間／9:00〜16:00
昭和40年代の御殿飾りから、50年代の豪華なひな
人形が並ぶ「おひな様」展。当初一台から始まり、8
年の時を経て津和野町近隣のおひな様がたくさん
揃いました。
「ひなまつり」は、春の訪れと女の子の
健やかな成長を祈る節句の年中行事。江戸時代か

4月11日（日）
まで
山口

企画展Ⅱ「中也の
住んだ町―鎌倉」

会場／中原中也記念館
山口市湯田温泉1-11-21
時間／9:00〜17:00
昭和12年2月、中也は東京から鎌倉に転居します。
その3カ月前、長男の文也を病で喪った中也は、衝
撃で心身を病み約2カ月間入院。鎌倉への転居は、
愛児との思い出が色濃く残る東京での生活を望ま

長登銅山文化交流館
第12回企画展
国指定史跡
長登銅山跡調査速報
−解読成功!?
木簡から新たな発見！

会場／長登銅山文化交流館
美祢市美東町長登610
時間／9:00〜17:00
（受付16:30まで）
美祢市にある国指定史跡長登銅山跡は、奈良時代
に銅生産が盛んにおこなわれ、東大寺の大仏の原
料銅を供給したことが明らかになっている遺跡で
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す 。今 回 は 平 成
28年度から平成
30年度にかけて
実施した発掘調査
の成果について
企画展をおこない
ます 。特に「 家 令
余」と書かれた木
簡は長登銅山と平
城京の貴族との関
わりを示す遺物と
して 注 目されま
す。実物の木簡を
見ることから、天
平文化の基礎を創った長登銅山跡の新たな成果や
魅力、スゴさを感じていただければと思います。■
入館料：300円■ギャラリートーク実施予定：3月27
日（土）、4月3日（土）※各日4回、要予約■定員：各
回10人■休館日：月曜（祝日の場合は火曜）
問い合わせ先／長登銅山文化交流館
☎08396-2-0055
HP http://www.c-able.ne.jp/〜naganobo/
□

4月26日（月）
まで

企画展
『料亭「祇園菜香亭」
を彩った陶磁器展』

山口

会員■休館日：月曜（祝日の場合は翌平日）、3月16日
（火）、17日（水）
（館内メンテナンスのため臨時休館）
問い合わせ先／防府市青少年科学館ソラール
☎0835-26-5050
HP http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp
□

6月20日（日）
まで
萩

地域特集展示
「クローズアップ三見
―萩市の魅力再発見―」

会場／萩博物館
人と自然の展示室
萩市堀内355
時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）
萩市の西端に位置する三見地域は、日本海に面した北側
以外は多数の山々で起伏に富み、自然環境は大変豊かで
す。歴史的資源も豊富で、大正時代に建設された三見橋
（国登録有形文化財、通称眼鏡橋）などがあります。この特
集展示では、萩市内の特色ある地域の一つとして三見に
焦点をあて、魅力の一端を紹介します。■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■休館日：水曜、6月9日（水）〜11日（金）
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
HP https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/
□

会場／山口市菜香亭

防府市寿町6-41
時間／9:30〜17:00
（入館は16:30まで）
2019年に国際周期表年実行委員会がメンデレーエフ
周期表発見150年を記念して制作した、周期表や元
素を実物と体験で楽しく学習できる特別展です。元素
発見鉱物などの実物資料137点の他、解説パネル28
点、体験展示11点を展示し、現在までの周期表の変
遷、元素発見の歴史と日本人元素・材料研究者の活
躍、海外の周期表や日本人作家によるユニークな周期
表などを紹介します。■入館料：高校生以上310円、小
中学生200円、幼児無料（4月1日〜高校生以上510
円※企画展「おもしろミネラル探検隊」同時開催のた
め）※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

問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115
HP https://karusuto.com/
□

3月3日（水）
〜7日（日）
山陽
小野田

第34回消防展

火災予防作品受賞者の作品および幼年消防クラブの
絵画等を展示します。新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から、例年実施している屋外行事およ
び火災予防作品表彰式は中止します。■入場料：無料

2022年2月13日（日）まで

会場／防府市青少年科学館
（ソラール）

山口大学国際総
合科学部の学生
発案のスマホス
タンプラリーイベ
ントです。美祢市
内で「きゅん」と
するスポットを巡
り、スタンプを集
めると素 敵なプ
レゼントが 抽 選
でもらえるかも?? ■参加料：無料

時間／10:00〜

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-toujikitenn.html

国際周期表年特別展

美祢市周遊デジタル
スタンプラリー
『＃みねきゅん』
〜ググれない体験が
ここにある!!〜

山陽小野田市中川6-4-1

菜香亭の歴史とともに使用されてきた陶磁器を紹
介します。■入館料：大人100円、小人50円 （含大
広間観覧）■休館日：火曜

防府

美祢

会場／おのだサンパーク
2階大催事場

山口市天花1-2-7
時間／9:00〜17:00

5月16日（日）
まで

3月1日（月）
〜26日（金）

問い合わせ先／小野田消防署
☎0836-83-2702

テーマ展示
「君に会ひたい。
―中原中也の友情」 3月5日（金）〜7日（日）
防府 フェスタ
会場／中原中也記念館
・アスピラート
山口市湯田温泉1-11-21
2021（美術部門）
時間／9:00〜18:00（5月〜10月）
「なんでも写真コンテスト」
9:00〜17:00（11月〜4月）
山口

中也には文学観や芸術観をぶつけ合う仲間もいれ
ば、ともに生活したり旅行したりする気の置けない
友もいました。酒の席で激しく喧嘩するなど友人た
ちを困惑させることも多かった中也ですが、非常に
礼儀正しく繊細な一面もありました。また、そんな
中也の詩の紹介に尽力したのは友人たちでした。
本展では友人たちとの関係を紹介しながら、中也に
とって「友情」とは何かを探ります。■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
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
HP https://www.chuyakan.jp/
□

会場／アスピラート1階
市民スペース
防府市戎町1-1-28
時間／9:00〜17:00
（入場は16:30まで）
毎年恒例の写真コンテスト。今年のお題は「がんばろ
う!」です。世界的に大変な今だからこそ、これまで気
づかなかった大切なことに気づいたり、身近なできご
とに「がんばろう」と勇気づけられることが多いので
はないでしょうか? 美しい風景や優しい笑顔、さまざ
まな日常のシーンで出会った、みんなが元気になる
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ような写真が集まりました。来場者投票もあります!
ぜひご覧ください。■入場料：無料
問い合わせ先／防府市地域交流センター
☎0835-26-5151
HP http://aspirante-hofu.com/
□

アスピラート

3月6日（土）、7日（日）
山陽
小野田

思い出図書館
in山下記念館

会場／山下記念館
山陽小野田市殿町三
時間／9:00〜16:00
建築当時の背景
や、その後地域に根
付 い た 図 書 館とし
ての役割は、現在も
語り継 がれ て いま
す 。山 下 記 念 館 の
長 い 歴 史を讃え、
『 思い出図書館 』を
開催します。ぜひこ
の 機 会に懐かしい
昔 の 風 景・人・物に
触れてみませんか。
■内容：山下記念館
の昔の写真展、当時の本の展示、蓄音機でのレコー
ド鑑賞、厚狭杜のまち活動紹介等■入場料：無料

道の駅「あさひ」は、地域の生活拠点化を図るた
め、コンビニエンスストアの機能を導入し、3月6日
にリニューアルオープンします。リニューアル後は
従来からの地域の情報発信や地元の農産物等の特
産品の販売に加え、食料品や飲料、生活雑貨など
の日用品の販売を行うほか、キャッシュレス決済も
可能となります。■料金：無料
問い合わせ先／萩市役所商工振興課
☎0838-25-3108

3月6日（土）
山陽
小野田

第5回あさとしょかん
春のぽんまつり

会場／厚狭地区複合施設
山陽小野田市大字鴨庄94
時間／10:00〜15：30
大人から子どもまで楽しめるイベントをたくさん企
画しています。みなさんのお越しをお待ちしていま
す。■内容：ひびき会（津軽三味線の演奏）による春
の演奏会、除籍雑誌・図書の譲渡会、絵皿展示、厚
狭図書館友の会による古本・雑貨等販売ほか■入
場料：無料
問い合わせ先／山陽小野田市立厚狭図書館
☎0836-72-0323
HP http://library.city.sanyo-onoda.lg.jp/
□

問い合わせ先／山陽小野田市社会教育課
☎0836-82-1203

ので、チケットのご購入・ご
予約はお早めにお願いし
ま す 。■ 入 場 料：前 売り
500円、当日700円（全席
自由）■チケット販売所：不
二輸送機ホール（山陽小
野田市文化会館）、山陽小
野 田 市 民 館 、きらら交 流
館、おのだサンパーク、イ
トオ楽器店、小野田音楽連
盟事務局（瀬口事務所）
問い合わせ先／山陽小野田市文化協会
☎0836-39-5665（比嘉、渡邉）
アラ還フェスティバル実行委員会
☎090-9062-6307（阿部）
HP https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
□
site/bunka-kaikan/arakanpart17.html

3月7日（日）
山口

おいでマルシェ

会場／山口市中央公園
山口市中園町7
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

3月6日（土）
〜5月9日（日）
宇部

世界を旅する植物館
マダガスカルの不思議展
〜ビザールプランツの島〜

会場／ときわミュージアム
宇部市野中3-4-29
時間／9:00〜17:00
マダガスカル原産のビザールプランツ（風変わりな
植物）を展示します。※植物館は9時30分開館、最
終入場は16時30分■料金：不要（植物館は入館料
が別途必要）■休館日：火曜（3月30日を除く）
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

3月6日（土）
萩

道の駅「あさひ」
リニューアルオープン

会場／道の駅「あさひ」
萩市大字佐々並2476-1
時間／9:00〜18:30

3月7日（日）
〜14日（日）
山口

3月6日（土）
山陽
小野田

アラ還フェスティバル
PART ⅩⅦ
＆浦ヒロノリカルテット
演奏会2021

会場／不二輸送機ホール
（山陽小野田市文化会館）
大ホール
山陽小野田市大字郡1754
（JR厚狭駅新幹線口前）
時間／12:30〜
アラ還とは、
「アラウンド還暦（around還暦）」の略
で、還暦前後の世代の方を称します。演奏する人も聴
く人も「アラ還」中心のコンサート♪青春時代の懐かし
い曲満載です! 今回はスペシャルステージとして浦ノ
リヒロカルテット演奏会も開催します。お楽しみに! ※
前年度2020年3月7日（土）のチケットも今回に限りご
利用になれます。※席数を減らしての公演となります

令和2年度
山口市美術展覧会

会場／山口市民会館
山口市中央2-5-1
時間／9:30〜17:00
（最終日は16:00まで）
山口市民の皆様から応募いただいた作品を審査
し、入賞・入選作品を展示する、山口市美術展覧会
を開催します。■観覧料：無料
問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-2717

3月7日（日）
宇部

てくてくまち歩き
古地図を片手に
まちを歩こう

会場／琴崎八幡宮バス停集合
宇部市琴崎町
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時間／9:50〜12:00
上宇部東コース約4km■持参品：タオル、飲み物■
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：3月5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

3月8日（月）
〜10日（水）
山陽
小野田

山陽オートレース場
本場開催

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）

防府図書館では毎月1回、映画の上映会を行いま
す。懐かしい映画や話題の映画などを鑑賞しにい
らっしゃいませんか? 図書館職員による関連図書の
紹介も併せてお楽しみください。■上映作品：①「蒲
田行進曲」
（第6回日本アカデミー賞受賞。直木賞
受賞作品を原作者つかこうへいが脚本した人情喜
劇）②「あん」
（樹木希林最後の主演映画。どら焼き
屋「どら春」を舞台に描く人間ドラマ）■料金：無料
■定員：先着15人
問い合わせ先／防府図書館
☎0835-22-0780
HP https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
□

アートフェスティバル
2021

会場／秋吉台国際芸術村
時間／展示部門：10:00〜17:00（予定）
舞台部門：11:00〜16:00（予定）

3月12日（金）〜6月9日（水）
津和野

安野光雅

追悼展

会場／安野光雅美術館
島根県鹿足郡津和野町後田イ60-1

芸術村の春の恒例行事「アートフェスティバル」。
今年は美祢市で活動する団体・個人に限定して展
示と舞台の発表を行います。■料金：無料■休館日：
3月15日（月）
〜17日（水）および3月19日（金）
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
HP https://aiav.jp/
□

時間／9:00〜17:00

問い合わせ先／山陽オートレース場
☎0836-76-1115
HP http://www.sanyoauto.jp
□

画家・安野光雅さんが令和2年12月24日、94歳で
逝去されました。安野光雅美術館では、今年一年、
先生とそのお仕事をしのびながら、作品世界を顕
彰したいと考え追悼展を開催します。第1期展は、
安野さんの代表作「繪本 平家物語」を展示しま
す。
『平家物語』は、平家一門の栄枯盛衰を描いた
軍記。本作品は、絹地に岩絵具や金箔などで美麗
に着彩されており、ぜひ原画で見て頂きたい作品
です。安野さんの作品世界に触れてみてください。
■入館料：一般800円、中高生400円、小学生250
円■休館日：木曜（祝日は除く）

3月10日（水）

問い合わせ先／安野光雅美術館
☎0856-72-4155

宇部

美祢

美祢市秋芳町秋吉50

時間／10:00〜17:00
山陽オートでは、3月8日（月）
〜10日（水）に、本場
開催を行います! 早春のスピードレースにご期待く
ださい。※ご来場の際は、コロナウイルス感染症対
策として、マルクの着用や入場時の検温等のご協
力をお願いします。■入場料：無料

展示部門：
3月13日（土）
〜27日（土）
舞台部門：
3月13日（土）、14日（日）

3月13日（土）
山口

講演会
「大内氏の氏寺
興隆寺・北辰妙見社
の歴史」

会場／山口市菜香亭
山口市天花1-2-7

レコード視聴会 /
My Favorite
Room

時間／18:00〜20:00
興隆寺の歴史、迎春の法会の修二月会について講
演していただきます。■参加費：200円■定員：先着
60人■申し込み方法：電話

会場／宇部市渡辺翁記念会館

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-2021kouennkai.html

宇部市朝日町8-1
時間／13:30〜
第1部：JAZZ編、第2部：クラシック編■料金：無料
■定員：先着100人■申し込み方法：電話■申し込
み期限：3月9日（火）
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355

3月13日（土）
〜28日（日）
宇部

①3月11日（木）
②4月16日（金）
防府

月いちキネマ

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
時間／①10:00（9:45開場）
②14:00（13:45開場）

ときわ公園クイズラリー
〜春の訪れを探そう〜

会場／ときわ公園
宇部市則貞3-4-1
時間／9:30〜17:00
ときわ公園内の各スポットを巡りながら、クイズラ
リーを楽しもう! スタンプを5個獲得すると園内店舗
などで使えるクーポンをプレゼント。スタンプを10
個獲得すると、素敵な景品がもらえるチャンスも! ※
参加には、インターネット接続が可能なスマートフォ
ンが必要です。■料金：無料■休館日：火曜
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

3月14日（日）
防府

フェスタ・アスピラート
2021（音楽部門）
あなたも主役!
オン ザ ステージ

今年のフェスタ・アスピラート音楽部門は動画配信
です! 合唱、バンド、アンサンブルなど、防府市を拠
点に活動するさまざまなジャンルの団体のパフォー
マンスをお楽しみください（配信はYouTubeにて
行います。配信URLは当日アスピラートWebサイト
にて発表します）。■料金：視聴無料
問い合わせ先／防府市地域交流センター
☎0835-26-5151
HP http://aspirante-hofu.com/
□

アスピラート
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3月14日（日）
宇部

てくてくまち歩き
古地図を片手に
まちを歩こう

3月14日（日）
防府

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

会場／JR宇部新川駅前広場集合
宇部市上町1-7-7
時間／9:20〜12:40
小串周辺コース約6.5km（健脚向け）■持参品：タオ
ル、飲み物■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：3月12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

3月14日（日）
防府

第30回
防府図書館まつり
―展示&催しものの部―

時間／11:00〜12:00
第30回防府図書館まつりー展示＆催しものの部ー
の行事の一環として、防府図書館ビブリオバトルを
開催します。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。観覧・投票への参加は事前申し込み不要ですの
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

山陽
小野田

山口

萩ジオパークフェア
2021

会場／阿東地域交流センター
山口市阿東徳佐中3425-1
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」
が贈る、大地と人のつながりを楽しむイベントです。
「出
会い」をテーマにした体験、展示、特別講演など盛りだ
くさんです。会場の様子は、オンラインで配信します。主
な内容■萩ジオパークを楽しむ体験プログラム、展示■
オンラインジオツアーin阿東■ジオなべお振る舞い■
特製弁当や特産品販売■ジオガシクッキング（定員10
人、オンライン版30人）■オンラインで巡る日本全国ジ
オツアー■記念講演「大地と人を面白おかしく繋ぐ『ジ
オ菓子』
とは」
（講師：ジオガシ旅行団代表 鈴木美智子
さん）■料金：ジオガシクッキング500円（材料費）その
他、体験コーナーのいくつかは有料のものもあります
（100円／回程度）■申し込み方法：電話またはFAX
問い合わせ先／萩ジオパーク推進協議会事務局
☎0838-21-7765 FAX0838-25-7767

会場／中央公園（山縣有朋像周辺）
萩市江向552-2
時間／11:00〜15:00（少雨決行）
萩のおいしい季節野菜や加工品など、農家さんの
おすすめが並びます。※天候や新型コロナウイルス
の状況により、中止する場合があります。詳しくは
Facebookをご確認ください。■料金：無料 ※萩市
外からお越しの方は駐車場代310円が必要です。
問い合わせ先／萩市農政課
☎0838-25-4192

椿まつり in Ejio
〜早春のふれあいを
求めて〜

会場／江汐公園管理棟
山陽小野田市大字
高畑字西山根401-1
時間／8:30〜17:00

3月20日（土・祝）
山口

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、椿の即売、押し花作品展■
入場料：無料
問い合わせ先／江汐公園管理棟
☎0836-83-5378

問い合わせ先／防府図書館
☎0835-22-0780
HP https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
□

3月14日（日）

はぎマルシェ

3月16日（火）
〜26日（金）

防府市戎町1-1-28
開会式（9:30〜9:45）、サークル活動紹介展示（9:45
〜16:00）、朗読劇（9:45〜10:15）、ステンシル教室
（10:15〜11:00・13:15〜14:00）、ビブリオバトル
（11:00〜12:00）、おはなし会（14:00〜15:10）、バ
ルーンと遊ぼう!（15:15〜16:00）※ステンシル教室
は事前申し込みが必要です。その他、行事の詳細は防
府図書館にお問い合わせいただくか、チラシまたは防
府図書館HPをご覧ください。■料金：無料

萩

問い合わせ先／防府図書館
☎0835-22-0780
HP https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
□

会場／アスピラート1階
市民スペース ほか
時間／9:30〜16:00

防府図書館ビブリオバトル

3月20日（土・祝）

「大内文化の遺産
雪舟編」
上映・講演会

会場／山口市菜香亭
山口市天花1-2-7
時間／18:00〜19:45

3月20日（土・祝）
〜
4月7日（水）
宇部

一枚の紙から
生まれる動物達

雪舟についての映像記録の上映と、関連テーマで
の講演を開催します。■参加費：200円■定員：先着
50人■申し込み方法：電話
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-isansessyu.html

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
時間／9:30〜17:00
のりなどの接着剤を使わずに折る、畳む、曲げる、掛
ける等の工程だけで組み立てた立体動物の作品展
です。■料金：無料■休館日：火曜（3月30日を除く）
問い合わせ先／宇部市常盤動物園協会
☎0836-21-3541

3月20日（土・祝）
〜
4月4日（日）
宇部

夜桜ライトアップ

会場／ときわ公園内
（桜山、東駐車場周辺）
宇部市沖宇部254
時間／18:30〜22:00
昼間とは違う幻想的な世界に癒やされてみません
か?■休館日：火曜（3月30日を除く）
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問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

時間／13:30〜14:00

時間／開場14:00

企画展「山口で奏でた音楽〜近代の和楽と洋楽の
広がり」の展示解説を、展示担当学芸員が行いま
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）

和太鼓・三味線・箏・尺八・篠笛の邦楽家7人による、
ユニットAUN J クラシック・オーケストラ。山口
県防府市出身の山野安珠美もメンバーであり、7人
のスペシャリストが、邦楽から洋楽まで、ポップスや
オリジナルと幅広い音楽をこの伝統楽器のみで演
奏。邦楽の味を現代の中に生かし融合させ、新しい
ジャンルを築いている彼らのカッコイイ音楽をお届
けいたします。高い技術と楽しいパフォーマンスも
見どころの一つ。まさに老若男女、誰もが楽しめる
コンサートを味わってみませんか。■入場料：全席
指定 3,500円、高校生以下1,000円（財団会員
500円引、当日500円高）※2歳未満の方は膝上
鑑賞無料。ただし別途席が必要な場合は有料。■プ
レイガイド：アスピラート、防府市公会堂、周南市文
化会館、山口情報芸術センター、チケットぴあ、
ローソンチケット

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/
□

3月21日（日）
山口

3月21日（日）

春到来 十種ヶ峰登山
〜十種の宝を探そう〜

会場／十種ヶ峰ウッドパークスキー場
ロッジ前
山口市阿東嘉年下11505-1
時間／9:30〜14:00

※雨天中止

昔、天大神の子御食主命が十種の神財を埋めたと
の説がある十種ヶ峰。晴天の日は遠く日本海が見渡
せます。下山後、阿東の特産品を探す宝探しが待っ
ています。■入場料：500円(保険料込み)お弁当・お
茶・タオル・敷物持参（動きやすい服装で参加）■定
員：先着20人■申し込み方法：電話またはFAX■申
し込み期限：3月14日（日）
問い合わせ先／NPOあとう
☎083-956-2526 FAX083-956-2527
HP http://woodpark.jp
□

山陽
小野田

バリアフリー映画
上映会

会場／山陽小野田市立中央図書館
2階視聴覚ホール

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

アスピラート

山陽小野田市栄町9-13
時間／13:30〜15:20
日本語字幕が付いて、聴覚に障がいのある方、高
齢者も家族や友人と一緒に映画を楽しむことがで
きます。■上映作品「生きてるだけで、愛」
（109
分）日本制作/2019年、出演/菅田将暉ほか■作
品紹介：今を懸命に生きる、不器用な男女の真っ直
ぐでエモーショナルなラブストーリー。■入場料：無
料■定員：先着35人程度■申し込み方法：窓口・電
話・メールのいずれか※エレベーターあり。車イス
利用可。
問い合わせ先／山陽小野田市立中央図書館
☎0836-83-2870
cyuo-library@city.sanyo-onoda.lg,jp
HP http://library.city.sanyo-onoda.lg.jp/
□

3月21日（日）、4月19日（日）
山口

開演15:00

①3月21日（日）
②4月18日（日）
防府

さんさんおはなし会

会場／防府市立防府図書館
①研修室
②お話のへや

れきみんファミリーデー!

会場／山口市歴史民俗資料館
山口市春日町5-1

防府市栄町1-5-1
ルルサス防府3階

時間／10:00〜16:00

時間／14:30〜15:00

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
21日（日）のテーマ：唐箕、4月19日（日）のテーマ：火打
石・火きりぎね■参加料：無料■申し込み方法：随時受付

毎月第3日曜日（家庭の日）に開催する、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? 参加
無料・申し込み不要ですので、お気軽にお越しくださ
い。■料金：無料■定員：①先着20人②先着5組

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/
□

問い合わせ先／防府図書館
☎0835-22-0780
HP https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
□

3月21日（日）
山口

企画展「山口で
3月21日（日）
奏でた音楽〜近代の
3月下旬〜4月中旬
和楽と洋楽の広がり」 防府 AUN J クラシック・
防府 桑山公園桜並木
オーケストラ
ギャラリートーク
ライトアップ
コンサート2021
（展示解説）

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

会場／防府市公会堂
大ホール
防府市緑町1-9-1

会場／桑山公園遊歩道
防府市桑山1
時間／18:00〜21:00
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桜の開花期に併せて、桜並木のライトアップを行い
ます。
問い合わせ先／防府市都市計画課街路公園係
☎0835-25-2159
HP https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
□
soshiki/30/

気軽におしゃべりしながらテーマに沿った中也の詩
などを読み込んでいきます。3月は屋外展示「鳥の
詩」
（後期）の「雲雀」
「朝」を読みます。■入館料：
無料■定員：先着5人■申し込み方法：電話・FAX・
HPお問合せフォームのいずれか

問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
HP https://aiav.jp/
□

問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430 FAX083-932-6431
HP https://www.chuyakan.jp/
□

3月下旬〜4月上旬
山口

一の坂川
桜ライトアップ

会場／山口市後河原
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/
□

3月27日（土）
宇部

てくてくまち歩き

会場／ヒストリア宇部前集合
宇部市新天町1-1-1

©PACO

3月28日（日）
宇部

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20人■申し込み方法：
電話またはFAX■申し込み期限：3月26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

邦楽演奏会〜絆〜

会場／宇部市文化会館
宇部市朝日町8-1
時間／14:00〜
尺八に藤原道山を迎え、箏曲正絃社野村倫子、箏
曲男組、水野利彦が贈る春の宴■料金：全席指定：
一般2,000円、大学生以下500円
問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355

3月28日（日）

『OIDEMASE
桜めぐり・お茶めぐり』
喫茶去

4月1日（木）〜5月16日（日）

山口

3月26日（金）〜4月4日（日）
山口

着物deおさんぽ

会場／山口市大殿およびその周辺
着物を着てまち歩きや写真撮影をしませんか。着物
の着付け体験のほか、カメラマンによる撮影会や各
種ワークショップを開催します。期間中、着物を着
て協賛店を訪れると、ノベルティやサービスを受け
られます（サービスの提供には、店舗ごとに条件が
あります）。料金・申し込みなど詳しくはチラシや
ウェブサイトでご確認ください。

防府

会場／山口市菜香亭
山口市天花1-2-7
時間／10:00〜16:00
花見の季節にお茶会を行い、大内文化特定地域の
各施設で特色あるお茶を巡って楽しんでもらいま
す。■参加費：500円（含大広間観覧）
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-2021sakurameguriotyameguri.html

問い合わせ先／大路ロビー
☎083-920-9220
HP http://ojilobby.sblo.jp/
□

3月28日（日）
美祢

アキラʼSアカデミー
宮川彬良&ダイナマイト
しゃかりきサ〜カス

企画展「おもしろ
ミネラル探検隊
〜ミネラル（鉱物）は、
ミラクル! 人類の
宝物!〜」

会場／防府市青少年科学館
（ソラール）
防府市寿町6-41
時間／9:30〜17:00
（入館は16:30まで）
ミネラル（鉱物）は、古くから装飾や美術品、資源と
して利用されてきています。このように人間とかか
わりの深い鉱物の種類や面白い特徴などを紹介し、
人類の宝物である鉱物の魅力に迫ります。■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：毎週月曜（祝日の場合は翌平日）
問い合わせ先／防府市青少年科学館ソラール
☎0835-26-5050
HP http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp
□

会場／秋吉台国際芸術村
美祢市秋芳町秋吉50
時間／14:00〜

3月26日（金）
山口

中原中也を読む会

会場／中原中也記念館
山口市湯田温泉1-11-21
時間／13:30〜15:00

テレビなどでおなじみの宮川彬良と3人組ボーカルグ
ループ“ダイナマイトしゃかりきサ〜カス”による歌あ
り、笑いありのお話し付きコンサートです。往年のヒッ
トソングの数々をアキラさんの独自の解釈で読み解
き、ダイナマイトなパワーでしゃかりきに歌います! ■
料金：一般：3,000円、ユース（25歳以下）
：1,000円
フレンズネット会員は2割引き、未就学児入場不可※
無料託児あり
（3月19日までに要事前予約）

4月2日（金）〜5月16日（日）
防府

企画展 ふわふわ
シナモロール展

会場／アスピラート2階
展示ホール
防府市戎町1-1-28
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時間／10:00〜17:00
（入場は16:30まで）
“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”シナモン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! これまでのデ
ザインヒストリー作品やフォトスポット、未発表だっ
た原画やアート作品など一挙大公開。さらにイベン
ト限定シナモロールのテラコッタ
（素焼きアート）づ
くりワークショップやカフェなど、
「シナモロール」
の世界が広がる空間でシナモンがみんなをお迎え
します。お楽しみに!" ■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。※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
（4月1日まで）、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■休館日：火曜（ただし5月4日（火・祝）は開館、5
月6日（木）は振替休館）
問い合わせ先／防府市地域交流センター
☎0835-26-5151
HP http://aspirante-hofu.com/
□

心に形成されたグループで、1930年代から40年
代の日本の思想界で大きな影響力を持った「京都
学派」をテーマに、YCAMとのコラボレーションの
もと、VR（ヴァーチャル・リアリティ）とアニメーショ
ンによる新作の映像インスタレーションを発表しま
す。■入場料：無料■対象年齢：本展覧会には、VR
体験が含まれます。VR体験につきましては、対象
年齢を13歳以上とさせていただきます。その他の
映像作品は年齢制限なくご覧いただけます。■休
館日：火曜（5月4日は開館）、4月22日（木）、5月6
日（木）、12日（水）、13日（木）

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／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222
HP www.ycam.jp
□

4月10日（土）、24日（土）、
5月15日（土）、6月12日（土）
山口

時間／10:00〜11:30

時間／4月3日（土）10:00〜20:30
4月4日（日）10:00〜15:00

英語の小説を翻訳します。各受講日の3日前までに
受講者は指定されたテキストを翻訳して講師に提
出します。講義当日は受講者の翻訳をもとに、修正
案について議論します。■受講料：4,800円■定員：
先着20人■申し込み方法：電話、FAX、HP、郵送で
必要事項（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連絡用メールアドレス（携
帯電話のアドレスは不可）⑦受講希望講座名）をお
知らせください。※メールでのお申し込みはできま
せん。■応募要件：英語中級〜上級レベルの方（す
でに翻訳の仕事に関わっていらっしゃる方にはお勧
めしません）■申し込み期限：3月26日（金）

「白狐が見つけた温泉」という言い伝えをもつ湯田
温泉の春のまつりです。白狐の宮参り松明行列や
白狐パレードなど、2日間にわたり様々なイベントが
行われます。■入場料：無料

問い合わせ先／山口大学地域未来創生センター
☎083-933-5059
※電話受付時間：祝日を除く月曜〜金曜 9:00〜17:00
FAX083-933-5029
HP http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp
□

山口

今富ダム湖畔
桜ウオーキング

会場／万倉ふれあいセンター集合
宇部市西万倉1672
時間／8:50〜12：00

※小雨決行

今富ダムまでの往復約7kmと、湖畔散策約1.5km
を歩きます。■持参品：飲み物、雨具、帽子、タオル
など■料金：500円（楠こもれびの郷買い物券500
円付き）■定員：先着100人■申し込み方法：電話ま
たはFAX■申し込み期限：3月31日（水）

（受講者には事前準備及び
当日の接続方法をお知らせします）

作品に登場する高山岩男、西谷啓治、鈴木成高、高坂正顕の3Dモデル

4月3日（土）、4日（日）

宇部

湯田温泉白狐まつり

会場／山口市湯田温泉街、
井上公園
山口市湯田温泉2-5

問い合わせ先／湯田温泉白狐まつり実行委員会
☎083-941-5379
HP https://www.facebook.com/byakkomatsuri/
□

4月14日（水）
〜
5月5日（水・祝）

問い合わせ先／宇部市北部地域振興課
☎0836-67-2812 FAX0836-67-2158

防府

防府市松崎町14-1

ホー・ツーニェン：
4月4日（日）
ヴォイス・オブ・
ヴォイド̶虚無の声 山口 おいでマルシェ

会場／山口情報芸術センター
［YCAM］
山口市中園町7-7
時間／10:00〜19:00

シンガポールを拠点に活躍するアーティスト、ホー・
ツーニェン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、哲学者の西田幾多郎
（1870〜1945）や田辺元（1885〜1962）を中

防府天満宮
大石段花回廊

会場／防府天満宮

4月3日（土）
〜7月4日（日）
山口

山口大学公開講座
「翻訳教室
（英語から日本語へ）」

会場／オンライン開催

アスピラート

4月3日（土）

問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055

会場／山口市中央公園

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 https://www.hofutenmangu.com/
□

山口市中園町7
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
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4月14日（水）〜7月25日（日）
山口

企画展Ⅰ
「中也、
この一篇―『正午』」

会場／中原中也記念館
山口市湯田温泉1-11-21
時間／9:00〜18:00（5月〜10月）
9:00〜17:00（11月〜4月）
中也の代表作をじっくりと味わう企画展シリーズ、
3回目となる今回は「正午」を紹介します。本作は副
題に「丸ビル風景」とある通り、詩の制作当時は日
本最大のオフィスビルだった「丸ノ内ビルヂング」
が舞台となっています。中也は、そこで働く大勢の
人々が、昼休みを知らせるサイレンを合図にして一
斉に外出する様子を、少しおどけた言葉で描き出し
ています。本展は「正午」について、言葉の注釈、
同時代文学に描かれた丸ビルや東京、制作当時の
中也、などの観点から、その奥深い魅力に迫りま
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 https://www.chuyakan.jp/
□

4月17日（土）、18日（日）
防府

シャクナゲまつり

会場／宇佐八幡宮

時間／9:00〜15:00
まちを緑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、花のアーチ、
ステージイベント。びっくり市、大抽選会等様々なイ
ベントを行います。
ミニSLやふわふわドームなど利
用人数に制限がかかる場合が有ります■料金：無料
問い合わせ先／防府市都市計画課街路公園係
☎0835-25-2159
HP https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
□
soshiki/30/

第26回中原中也賞贈呈式を行います。また、多摩
美術大学名誉教授、前橋文学館館長の萩原朔美氏
による「中也の風、朔太郎の白」と題した記念講演
を行います。■入場料：無料※新型コロナウイルス
感染防止のため、混雑状況によっては入場をお断
りする場合があります。
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/
□

5月3日（月・祝）
4月24日（土）〜5月23日（日）
防府

企画展『武者の美
〜毛利家伝来の武具〜』

会場／毛利博物館
防府市多々良1-15-1
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をはじ
め、大名家の男性たちが大切にした武具の名品を
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）

萩

第4回「城下町萩・
堀内散策」

会場／萩市堀内地区
（受付：素水園または天樹院）
時間／9:00〜16:00
萩市堀内地区伝建地区を各観光スポットに配置し
た地元住民から説明を受けながら、ゴールまで歩く
イベントです。スタート地点は素水園または天樹院
から選ぶことができ、自分のペースでのんびり散策
できます。スタンプラリーも実施します。雨天時は
翌日に延期します。■料金：無料
問い合わせ先／文化財保護課
☎0830-25-3238
bunkazai@city.hagi.lg.jp

問い合わせ先／毛利博物館
☎0835-22-0001
HP https://www.c-able.ne.jp/〜mouri-m/
□

防府市大字鈴屋840
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1000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

4月29日（木・祝）
山口

問い合わせ先／宇佐八幡宮
☎0835-36-1154
HP https://visit-hofu.jp
□

中原中也生誕祭
「空の下の朗読会」 5月23日（日）

会場／中原中也記念館
山口市湯田温泉1-11-21
時間／12:30〜14：30
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15組■申し込み方法：朗読希望の方はウェブサ
イト・電話で受付（先着順）
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
HP https://www.chuyakan.jp/
□

4月24日（土）、25日（日） 4月29日（木・祝）
防府

第40回防府市緑花祭

会場／防府駅てんじんぐち多目的広場
防府市八王子1-99

防府駅みなとぐちであいの広場
防府市中央町10-1

山口

萩

浜崎伝建おたから
博物館

会場／萩市浜崎本町筋周辺
時間／9:00〜15:00
萩市浜崎伝建地区を舞台に、古い町並みや旧家に
代々伝わるおたからをご覧頂きながら、様々な催し
を楽しむ、恒例のイベントです。各家でおたからの
展示、地元住民による浜崎ガイドツアー、国指定史
跡御船倉でのコンサート、スタンプラリー、地元特
産物販売などが楽しめます。※イベント内容につき
ましては、新型コロナウイルス感染拡大状況に応じ
て、変更する場合がございます。
問い合わせ先／浜崎しっちょる会
☎0838-22-0133

中原中也賞贈呈式

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
時間／贈呈式：15：30〜16:10（予定）
記念講演：16：50〜17：50（予定）
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