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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

5月23日（日）

5月31日（月）まで

浜崎伝建
おたから
博物館

春の津和野
謎とき散歩

Pick Up

Pick Up

山口市

美祢 市

5月15日（土）

5月1日（土）、2日（日）

トークイベント
「ゆめはくカフェ」

室内楽セミナー
「秋吉台の響き2021」
受講生コンサート

Pick Up

Pick Up

山陽小野田市
6月8日（火）
まで

常設展示コーナー
「10分でわかる
山陽小野田市の歴史」

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

Pick Up

宇部市
5月31日（月）
まで

シン・エヴァンゲリオン
劇場版公開記念
パネル展 in 宇部

防府市
5月3日（月・祝）〜5日（水・祝）

佐波川こいながし
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5月15日（土）
まで
防府

防府天満宮
大石段花回廊

5月16日（日）
まで
防府

会場／防府天満宮

防府市松崎町14-1

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
現しています。今年のテーマは「虹の架け橋」で
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/
□

5月23日（日）
まで

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※「国際周期表年特別展」と同時開催 ※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／防府市青少年科学館ソラール
☎0835-26-5050
HP http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp
□

防府

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

5月24日（月）
まで
山口

5月16日（日）
まで
防府

5月16日（日）
まで
防府

国際周期表年
特別展

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）
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510円、小中学生200円、幼児無料
※企画展「おもしろミネラル探検隊」と同時開催
※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／防府市青少年科学館ソラール
☎0835-26-5050
HP http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp
□

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

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：
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
（アスピラートでは当日券
のみの取扱）■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/
□

アスピラート

企画展
『武者の美
〜毛利家伝来の武具〜』

企画展「十朋亭主・
萬代利兵衛と山口の
維新」
（廃藩置県
150年記念）

会場／十朋亭維新館

山口市下竪小路112

時間／9:00〜17:00
山口下竪小路の町人・萬代家の五代目当主・利兵衛
輔徳は、藩庁移鎮以降、藩の様々な御用を務め、維
新の志士たちを庇護し、近代山口の基礎作りに貢
献しました。展 示では、山 口における“ 地 域リー
ダー”として萬代利兵衛輔徳を取り上げ、廃藩置県
前後の山口と利兵衛の関係を明らかにします。■
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/
□

5月31日（月）
まで
宇部

シン・エヴァンゲリオン
劇場版公開記念
パネル展 in 宇部

会場／TOKiSMA

宇部市常盤町1-6-30

時間／10:00〜18:30
宇部市出身の庵野秀明監督の最新作『シン・エヴァ
ンゲリオン劇場版』の公開を記念したパネル展を開
催中です。▽ここでしか見ることのできない特別な
パネルを設置▽グッズのショップを出店■休館日：
水曜
問い合わせ先／宇部フィルムコミッション
☎0836-34-2050
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5月31日（月）
まで
津和野

春の津和野
謎とき散歩

問い合わせ先／山陽小野田歴史民俗資料館
☎0836-83-5600
HP https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/
□
rekimin/10min2021.html

6月20日（日）
まで
萩

企画展「水の都・萩」

会場／萩博物館

萩市堀内355

会場／津和野町内

企画展示室

時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）

島根県鹿足郡津和野町

津和野町内のチェックポイントを巡り謎を解きなが
ら答えを出していく「津和野 謎とき散歩」。謎が
解けたなら、町内宿泊補助券やSLグッズなどが当
たるスピードくじに挑戦できます。参加賞として、
SL「やまぐち」号オリジナルヘッドマークステッ
カーのプレゼントもあります。

三角州上に形作られた「水の都・萩」における水と
の共生の歴史を振り返り、豊かな用水や舟運など
水の恩恵を受け続けながら発展し、一方で古くから
水と親しむ文化を育んできたことを再発見する展
示です。
「水の都」の特質に触れるまち歩きも提案
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／津和野町観光協会
☎0856-72-1771

問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
HP https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/event/
□
2011fuyu̲hagijyoukamachi/index.htm

6月20日（日）
まで

地域特集展示
「クローズアップ三見
6月27日（日）
まで
―萩市の魅力再発見―」
防府 企画展
「全国津々浦々
会場／萩博物館
山頭火の句碑をめぐる」
人と自然の展示室
萩

萩市堀内355

時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）

6月8日（火）まで
山陽
小野田

常設展示コーナー
「10分でわかる
山陽小野田市の歴史」

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

時間／9:00〜16:30
山陽小野田市の歴史や文化財の特徴を短時間で
学べるよう、コンパクトにまとめた展示です。わかり
やすく8つのコーナーで紹介しています。どのコー
ナーからでも、興味のあるコーナーだけでも観覧で
きます。この展示を機会に、山陽小野田市の歴史や
文化に触れてみませんか。※12:00〜13:00は館
内消毒のため入館できません。■入館料：無料■休
館日：月曜、祝日、5月6日(木)

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
自由律俳人種田山頭火の句碑は、北は北海道から
南は鹿児島まで各地に建てられ、その数は現在
500基を超えています。それは、多くの人が山頭火
に魅せられ、継承してきた証でもあります。今回は、
『句碑』の写真や『句碑拓本』
を、その句の背景にあ
る山頭火の言葉とともにご紹介します。句碑から伝
わる山頭火とその句の魅力をぜひお楽しみくださ
い。■料金：無料■休館日：火曜（火曜が祝日の場合
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/
□

7月4日（日）
まで
山口

発掘展
「瓦からみた山口」

会場／山口市歴史民俗資料館
山口市春日町5-1
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時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）
大内氏の時代を中心に、発掘された瓦から山口の
歴史をみていきます。■入館料：一般110円（18歳
以下、70歳以上、障がいのある方及び同行の介護
者は無料）■休館日：月曜（休日の場合は翌日）
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/
□

7月4日（日）
まで

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／森鷗外記念館
☎0856-72-3210

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

ホー・ツーニェン：
ヴォイス・オブ・
2022年2月13日（日）まで
ヴォイド―虚無の声 8月30日（月）まで
会場／山口情報芸術センター
山口 企画展
「毛利敬親と 山口 テーマ展示
［YCAM］
野田御殿」
「君に会ひたい。―
山口市中園町7-7
会場／山口市菜香亭
時間／10:00〜19:00
中原中也の友情」
山口

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
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）、5月6日（木）、12日
（水）、13日（木）
問い合わせ先／山口情報芸術センター［YCAM］
☎083-901-2222
HP www.ycam.jp
□

山口市天花1-2-7

時間／9:00〜17:00

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／山口市菜香亭
☎083-934-3312
HP http://www.c-able.ne.jp/~saikou/
□

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

津和野

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）

山口市湯田温泉1-11-21

2021年は幕末の長州藩主毛利敬親（1819〜
1871）の没後150年にあたります。料亭菜香亭は
毛利敬親公以降の毛利家歴代当主と関わりがあ
り、また現在山口市菜香亭がある地はかつて敬親
の隠居所として建てられた「野田御殿」があった地
でもあることから、毛利敬親をテーマとした企画展
を開催します。敬親はじめ歴代各当主の事績と料
亭菜香亭との関わり、野田御殿、関連史跡を紹介
し、山口の迎賓館とよばれた料亭の歴史の位置づ
けや、山口市菜香亭／歴史巡りの庭一帯の史跡と
しての一面にもスポットをあてます。■入館料：高校
生以上100円、小中学生50円、未就学児無料■休
館日：火曜（ただし5月4日は開館）、5月6日

10月3日（日）
まで

7月25日（日）
まで

会場／中原中也記念館

コレクション特別展
鷗外自筆の
掛け軸を公開

会場／森鷗外記念館

島根県鹿足郡津和野町町田イ238

時間／9:00〜18:00（5月〜10月）
9:00〜17:00（11月〜4月）

2022年3月31日（木）まで
美祢

セグウェイツアー
in秋吉台

会場／秋吉台長者ヶ森駐車場内
美祢市美東町長登

時間／9:00〜17:00

時間／①10:00〜12:30
②13:00〜15:30

収蔵資料を期間限定で公開する「コレクション特別
展」。今年度前期展示では、鷗外自筆の漢詩の掛け
軸3点を公開します。同じ漢詩をしたためたもので
すが、筆使い等それぞれの違いもあわせてお楽し
みください。■入館料：一般600円、中高生400円、
小学生250円■休館日：月曜（月曜が祝日の場合は
翌日）

日本最大級のカルスト台地「秋吉台」を駆け巡る!
ツアーに使用するセグウェイは野山を走行できる
オフロードタイプ。途中、秋吉台のお話や写真タイ
ムをはさんで最終目的地の美東展望台に向かいま
す。■料金：8,000円（税込）※ヘルメット・レインポ
ンチョ貸出含む■定員：各5人（前日15時までに要
予約）■申し込み方法：インターネット
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問い合わせ先／秋芳洞案内所
☎0837-62-0018
HP https://karusuto.com
□

5月3日（月・祝）〜5日（水・祝） 5月3日（月・祝）〜30日（日）
防府

佐波川こいながし

宇部

会場／防府市奈美中央橋

こいのぼりが佐波川の水中を泳ぐ、爽快な風景が
楽しめます。■観覧料：無料
問い合わせ先／佐波川こいながし実行委員会
☎090-2004-8194

謎解きラリー
ときわ公園に
捕らわれた
幻のお姫様を
救い出せ!

会場／ときわ公園

宇部市大字沖宇部254

時間／9:30〜17:00
園内に設置された謎を解き、回答をアプリに入力。
正解でヒントとなる文字のスタンプが獲得できる。
9つのスタンプを集めて、ゴールを目指そう。■休
園日：火曜（5月4日を除く）、5月10日（月）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

①5月1日（土）、②2日（日）
美祢

室内楽セミナー
「秋吉台の響き2021」
受講生コンサート

会場／秋吉台国際芸術村
美祢市秋芳町秋吉50

時間／①15:30〜19:00
②10:00〜14:15
第一線で活躍する演奏家を迎えて開講する恒例の
室内楽セミナー「秋吉台の響き」。期間中に実施す
るセミナー受講生によるコンサートを無料で公開し
ています。受講生と講師のアンサンブルによる室
内楽の世界に触れてみませんか。■入場料：無料
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
HP https://aiav.jp/
□

5月2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

5月3日（月・祝）〜5日（水・祝）
美祢

5月3日（月・祝）
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
HP bunkazai@city.hagi.lg.jp
□

第10回秋吉台
音楽コンクール

会場／秋吉台国際芸術村
美祢市秋芳町秋吉50

時間／5月3日（月・祝）
：10:00〜
5月4日（火・祝）、
5日（木・祝）は時間未定
演奏家への登竜門として開催する音楽コンクー
ル。今回は弦楽器部門を開催します。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。■入場料：無料
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
HP https://aiav.jp/
□

5月4日（火・祝）、5日（水・祝）
防府

佐波川こいわたし

会場／佐波川本橋河川敷

防府市の一級河川「佐波川」の川越しに、こいのぼ
りを吊り上げ、悠々と佐波川の上空を泳ぎます。■
観覧料：無料
問い合わせ先／佐波川こいわたし実行委員会
☎0835-25-2429

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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5月4日（火・祝）
山口

第6回
未来の山口の運動会

5月6日（木）
〜8日（土）
山陽
小野田

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）

会場／YouTube Live

（イベント当日にYCAMウェブ
サイトにてURLを公開）

時間／14:00〜17:00
｢YCAMスポーツ共創実験スタジアム2021」で出
来たばかりのスポーツ種目を実践する運動会で
す。今年もさまざまなアイデアが詰め込まれた｢未
来の運動会」の種目が多数登場。今回は「YCAM
スポーツ共創実験スタジアム2021」の参加者が
中央公園やYCAM館内でおこなう運動会の様子を
YouTube Liveで生配信します。この運動会種目
の中には視聴者が自宅からインターネットを通じて
参加できる種目も登場する予定です。■入場料：無
料

山陽本場開催

5月9日（日）
山陽
小野田

有帆市まつり

会場／有帆公民館前広場・
有帆コミュニティ体育館

山陽小野田市新有帆1-1ほか

時間／10：00〜17：00

時間／10:00〜13:00（雨天決行）

山陽オートでは、5月6日（木）
〜8日（土）に(有)つね
まつ菓子舗協賛の「第7回せめんだるカップ〜7車
立て12R制〜」を開催! 風薫る、スピードレースにご
期待ください。ご来場の際は、新型コロナウイルス
感染症対策として、マス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

江戸時代から続く伝統のお祭りで、農機具市が始
まりだといわれています。■内容：福引き、家族の似
顔絵展、動物ふれあいコーナー、わくわく広場、
らく
がきコーナー、バザーコーナーなど■別府八幡宮
御神幸祭8:30〜
※駐車場は有帆運動広場、駐輪場は有帆コミュニ
ティ体育館東側広場をご利用ください。

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

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

問い合わせ先／有帆公民館
☎0836-84-4090

5月13日（木）、6月18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／10:00〜（9:45開場）

5月8日（土）、9日（日）
5月5日（水・祝）
萩

奇兵隊パレード

会場／萩城 城下町

萩市江戸屋横町
時間／10:30〜12:00
城下町に奇兵隊士が参上! 白壁となまこ壁の美し
い菊屋横町をパレードします。■料金：無料

問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139

萩

萩・夏みかんまつり

会場／かんきつ公園
萩市平安町164

時間／10:00〜16:00
城下町の白壁や武家屋敷の土塀からのぞく夏みか
んは、その時代の名残とともに萩の情緒を感じさせ
る風景となっています。5月上旬〜中旬頃には、白
い小さな花が咲き誇り、まちじゅうが甘い香りに包
まれます。萩城下町の夏みかんの花のかおりは、環
境省選定「かおり風景100選（平成13年11月認
定）に山口県で唯一選ばれています。会場であるか
んきつ公園には、夏みかん約100本をはじめとす
る柑橘類10種約380本が植えられています。夏み
かんまつりでは、夏みかん・夏みかん製品販売や夏
みかん収穫体験、萩八景遊覧船無料乗船体験な
ど。催しが盛りだくさん! ぜひこの季節ならではの
萩の風景をお楽しみください。■料金：無料
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139

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：■5月
13日：
「エデンの東」
（ジェームス・ディーン主演。開
拓時代のカリフォルニアを舞台に、孤独な青年の苦
悩を描いた作品。）■6月18日：
「長崎ぶらぶら節」
（吉永小百合と渡哲也主演。なかにし礼の直木賞受
賞小説を映画化。無償の愛に一途に生きた女の物
語。）■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/
□

①5月15日（土）、16日（日）、
②5月26日(水）
宇部

桜染めをしてみよう!

会場／ときわミュージアム
宇部市野中3-4-29

時間／①10:00〜11:00
②10:00〜11:00、
14:00〜15:00
公園内の桜やマリーゴールドから作った染色液で
トートバッグを染めます。■料金：800円■定員：先
着6人■申し込み方法：電話■休館日：火曜（5月4
日を除く）、5月10日（月）
問い合わせ先／ときわミュージアム
☎0836-37-2888
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5月15日（土）
宇部

バードウィーク
ときわ公園の
野鳥観察会

会場／ときわ公園正面入口
宇部市大字沖宇部254

時間／9:30〜11:30
■定員：先着20人■申し込み方法：電話■休園日：
火曜（5月4日を除く）、5月10日（月）
問い合わせ先／常盤動物園協会
☎0836-21-3541

会場／ときわ動物園
体験学習館モンスタ
宇部市大字沖宇部254
時間／13:30〜15:30

紙製の鳥ぼうしに色を塗って鳥になりきろう■定
員：先着20人
問い合わせ先／常盤動物園協会
☎0836-21-3541

萩

はぎマルシェ

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。5月のテーマは「お花とパン
とコーヒー」です。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（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／はぎマルシェ実行委員会事務局
☎0838-25-4192

5月16日（日）
山口

5月15日（土）
山口

トークイベント
「ゆめはくカフェ」

会場／阿東文庫

5月15日（土）、6月19日（土）

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/
□

山口市阿東徳佐上新田亀山

時間／14:00〜15:30
7月から開催する「山口ゆめ回廊博覧会」に先駆け
て、各市町のキーパーソンと全国で活躍するゲスト
が地域の魅力や未来について語るトークイベント
「ゆめはくカフェ」を7市町で順次開催します。山口
市では「芸術文化のコミュニティ・派生するサロン」
をテーマに、市内に数多くある芸術・文化に関連し
た施設やコミュニティの活動を知り、それぞれの役
割や関係性、今後の連携について考えます。登壇
者は明日香健輔氏（阿東文庫）、渡邉朋也氏（山口
情報芸術センター）、藤浩志氏（美術家・秋田公立
美術大学教授）、服部滋樹氏（graf代表）、山出淳
也氏（BEPPU PROJECT代表理事）です。■参
加料：500円（お茶代）■定員：15人■申し込み方
法：メール（氏名、住所、電話番号を明記）※申込者
多数の場合は抽選■申し込み期限：5月6日（木）
問い合わせ先／BEPPU PROJECT
☎080-4272-0824
info@yumehaku.jp
HP https://yumehaku.jp/
□

発掘展「瓦からみた
山口」ギャラリートーク
（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

時間／13:30〜14:30
「瓦からみた山口」の展示解説を、展示担当者がお
こないます。■入館料：一般110円（18歳以下、70
歳以上、障がいのある方及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
☎083-924-700
HP http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/
□

5月16日（日）、6月20日（日）
防府

さんさんおはなし会

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／14:30〜15:00
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・申込不要ですので、お気軽にお越しくだ
さい。■定員：先着7組程度
問い合わせ先／防府図書館
☎0835-22-0780
HP https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
□

①5月16日（日）、
②6月20日（日）
山口

れきみん
ファミリーデー!

宇部

バードウィーク
鳥になりきっちゃおう!

宇部

まちなかフラワー
フェスタ＆緑化祭

会場／山口市歴史民俗資料館

会場／新天町名店街アーケード内

時間／①10:00〜12:00
②13:00〜15:00

時間／10:00〜16:00

山口市春日町5-1

5月15日（土）

5月22日（土）

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16日（日）棹秤（昔のはかり）、6月20日（日）昔
のあそび■参加料：無料■申し込み方法：随時受付

宇部市新天町2-7-3

緑と花に関するイベントで、お花・園芸資材などを
販売。市制施行100周年記念グッズをプレゼント
（先着100人）
問い合わせ先／宇部市公園緑地課
☎0836-34−8485
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5月22日（土）
〜
2022年2月19日（土）
山陽
小野田

薬草による
健康づくり講座

会場／江汐公園ほか

山陽小野田市西高泊1455-1
（江汐公園）ほか
時間／10:00〜
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。どなたでも参加できます。
（全10回）
■年会費：5,000円（保険料含む）■定員：先着30
人程度■申し込み方法：電話、メール、FAXのいず
れか■申し込み期限：5月12日（水）
問い合わせ先／すげえちゃ・高泊事務局
☎080-6267-4141／森下
FAX0836-81-5465
sugeecha.takatomari.2013@gmail.com

5月22日（土）
宇部

育ててみよう素敵な
バラ（講習会、ガイド）

会場／ときわミュージアム
宇部市野中3-4-29

時間／10:30〜12:00
植物館のバラを見ながら、品種や栽培のポイントを
学び、バラの栽培を始めませんか? ■料金：500円
（入館料込み）■定員：先着15人■申し込み方法：電
話■休館日：火曜（5月4日を除く）、5月10日（月）
問い合わせ先／ときわミュージアム
☎0836-37-2888

5月23日（日）
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

5月23日（日）

てくてくまち歩き

宇部

会場／ヒストリア宇部前集合
宇部市新天町1-1-1

時間／9:15〜12:00
「100年前の海岸線と沖ノ山とは?」沖ノ山炭鉱か
ら東見初炭鉱への幹線道を歩く
（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：5月
21日（金）

月食は月が食べられたように光が弱まる現象です。
皆既月食はその中でも地球の本影に月がすっぽり
入る現象です。完全に月が見えなくなるわけではな
く、赤胴色に月が染まります。今回の月食は、西日
本では、食が始まった状態で19時頃、地平線から
昇ります。その後20時9分に皆既食が始まります。
肉眼で見ても素晴らしいので、皆様お好みの場所
でお楽しみください。月は明るいので、晴れていれ
ば街でも見られるでしょう。■入館料：小学生以上
500円
問い合わせ先／にちはら天文台
☎0856-74-1646
HP http://www.sun-net.jp/~polaris/top.htm
□

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

5月26日（水）、6月2日（水）、
6月9日（水）
山口

山口大学公開講座
「英語の歌で発音・
リスニング練習を
しましょう」

会場／オンライン開催

（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）

時間／13:30〜14:30
映像資料などを使って調音部位・調音方法を確認し
ながら英語の音について学び、英語の歌を歌いな
がら、発音練習をします。英語の歌に関連した文化
についても学びます。■受講料：2,400円 ■ 定 員：
先着25人■申し込み方法：電話・FAX・Web・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。■申し込み期限：5月12日（水）
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
FAX 083-933-5029
HP http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp
□

5月29日（土）〜7月11日（日）
防府

企画展『幕末の萩藩主
毛利敬親』

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）
毛利敬親の没後150年を迎えるにあたり、敬親が
萩（長州）藩主として、いかに藩政を担い、幕末の
動乱を切り抜けたか、毛利家に残された敬親ゆかり
の遺品などから紹介します。■入館料：大人700
円 、小 中 学 生 3 5 0 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 https://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/
□

5月26日（水）
津和野

注目の天体ショー
皆既月食

会場／にちはら天文台

津和野町枕瀬806-1

時間／19:00〜22:00
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5月29日（土）〜7月25日（日） 5月30日（日）
防府

スポット展
「あつまれ! 本の虫」

山口

ツール・ド・
ヤマグチ湾2021

会場／防府市青少年科学館
（ソラール）

会場／山口きらら博記念公園

時間／9:30〜17:00（入館は16:30まで）

時間／開会式8:30〜
スタート9:00〜15:30

防府市寿町6-41

虫たちが潜んでいるのは、野山や草原だけではあ
りません。本展は、防府図書館の司書とソラールの
学芸員双方の視点から、絵本や小説の中に登場す
る虫たちを紹介するスポット展です。本好きも虫好
きも、ソラールと図書館にあつまれ!! ■入館料：大
人（高校生以上）310円、子供（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）

山口市阿知須509-50

問い合わせ先／山口市公共交通委員会事務局（交通政策課内）
☎083-934-2729 FAX083-934-2959
kotsu@city.yamaguchi.lg.jp
HP https://www.city.yamaguchi.lg.jp/
□
soshiki/73/49076.html

今年で7回目を迎えるサイクルイベントです。山口
市南部地域を中心に穏やかな瀬戸内の自然環境を
楽しみながら、地域の方による特産品等のおもてな
しが提供され食の魅力も満喫できます。サイクリス
トを見かけたら応援よろしくお願いします。※応募
は既に締切

5月30日（日）

問い合わせ先／ツール・ド・山口湾プロジェクト
☎080-2903-9596
HP https://t-d-y.jp/
□

会場／アスピラート3階
音楽ホール

防府

コミカル・クラウン・
サーカス
防府市戎町1-1-28

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
□
※図書館の開催情報は以下へお問い合わせください
防府図書館
☎0835-22-0780
HP https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
□

時間／14:00〜（開場13:00）
カラフルで個性豊かな5人のクラウン（道化師）た
ちによるコミカルなサーカスステージ! 感染症対策
をとりながら、みんなの目の前で楽しいパフォーマ
ンスが繰り広げられます。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、中学生以下1,500円（当日各500円
高、財団会員500円引）※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、周南市文化会館、山口
情 報 芸 術 セ ン タ ー 、チ ケットぴ あ（ P コ ード：
504-917）、ローソンチケット
（Lコード：61581）

5月29日（土）
宇部

運転士の仕事に興味があり、普通自動車免許をお
持ちの方（AT限定可）■バス運転体験の申し込み
期限：5月17日（月）

てくてくまち歩き

会場／西宇部ふれあいセンター集合

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/
□

宇部市西宇部北3-9-15

時間／9:50〜12:00

アスピラート

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20人■申し込み方法：電話またはFAX
■申し込み期限：5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

5月30日（日）
山口

5月29日（土）〜6月4日（金）
山口

ほたる観賞Week!

会場／山口市後河原

一の坂川のほたるが一年でもっとも乱舞する時季
を「ほたる観賞Week!」と題し、5月29日（土）のほ
たる祭りでは、飲食の出店やさまざまな展示が開催
されます。祭り当日はゆっくりとほたるを観賞でき
るように、近隣駐車場の臨時開放や一の坂川両岸
道路の交通規制も予定しています。■入場料：無料
問い合わせ先／山口市観光交流課（平日）
☎083-934-2810
問い合わせ先／山口ふるさと伝承総合センター（土・日）
☎083-928-3333

バス・タクシー運転士
体験会＆企業説明
フェア!

会場／山口県湯田自動車学校
山口市葵2-4-55

時間／11:00〜17:00
バスやタクシーの運転士は地域を支える大切な職
業です。
しかし、その大切な運転士が不足していま
す。そこで引き続き、少しでもバスやタクシーの運
転士の仕事を知ってもらうための体験会を開催し
ます。バスやタクシーを体験してみたい! 運転士の
仕事を知りたい! 興味のある方はぜひこの機会を
ご利用ください。個別相談も可能です。■入場料：
無料■実施内容：企業説明フェア、タクシー操作体
験（申込不要）■定員：バス運転体験（定員27人、
要申込）※応募者多数の場合、過去の体験会参加
経歴等により選考■申し込み方法：メールまたは
FAX（専用サイトの申込書添付）■応募要件：バス

6月1日（火）〜30日（水）
防府

アジサイまつり

会場／東大寺別院阿弥陀寺
防府市牟礼1869

時間／9:00〜17:00
西のアジサイ寺として知られる東大寺別院阿弥陀
寺。緑豊かな境内には、山アジサイ、ガクアジサイ、
西洋アジサイなど約80種約4,000株のアジサイが
植えられ、6月頃には美しく彩ります。■料金：6月1
日から30日までは要入山料（大人200円、中学生
以下無料）
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問い合わせ先／東大寺別院阿弥陀寺
☎0835-38-0839
HP https://visit-hofu.jp
□

弥生土器づくりや古代米（赤米）の栽培、石庖丁な
どによる収穫、土器による調理・試食などを行い、稲
作がはじまった弥生時代の生活を学びます。■受
講料：5,750円（傷害保険料等含む）■定員：先着
20人■申し込み方法：電話・FAX・Web・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：小学生以上（小中学生は保護者同伴）■申し込
み期限：5月21日（金）
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
□

6月5日（土）

林木林
（はやしきりん）さん
トークイベント
〜絵本作家の
「ことば」の
えらびかた〜

防府

会場／ルルサス防府2階
多目的ホール
防府市栄町1-5-1

時間／10:15〜11:30

6月3日（木）、10日（木）、
17日（木）
山口

山口大学公開講座
「留学生を通した
異文化理解」

会場／オンライン開催

（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。）

時間／19:00〜20:00
母国での就労経験がある留学生が講師を務め、母
国の暮らしや文化についてお話しします。
（日本語
で講義します）■受講料：2,400円■定員：先着20
人■申し込み方法：電話・FAX・Web・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■申し込み期限：5月19日（水）
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
□

①6月5日（土）、10月16日（土）
（予備日：10月17日（日））
②11月13日（土）
山口

山口大学公開講座
「弥生土器をつくって
古代米を食べよう」

会場／山口大学吉田キャンパス
山口市吉田1677-1

時間／①9:00〜11:30
②9:30〜11:30

6月5日（土）
防府

防府市制施行
85周年記念
第10回
防府市子ども読書
フェスティバル
〜ことばがひろがる
本のせかい〜

会場／ルルサス防府（2階多目的
ホール・3階防府図書館）
防府市栄町1-5-1 ルルサス防府

時間／10:00〜15:00
子どもの読書活動推進を目的として行う、防府図書
館主催のイベントです。たくさんの催し物を用意し
て、皆様のご来場をお待ちしています。①開会式
（10:00〜10:15）②絵本作家・林木林さんトークイ
ベント
（10:15〜11:30）※別記事あり③「あつま
れ! 本の虫」ギャラリートーク
（11:45〜12:00）④
スペシャルおはなし会（13:00〜15:00）⑤ワーク
ショップ「ブックカ バ ーを 作 ろう! 」
（ 1 3 : 0 0〜
15:00）※各催し物の詳細は、防府図書館Webサ
イトをご確認ください。■参加料：無料■定員：④当
日先着15人⑤15分毎に各回先着4人■申し込み
方法：⑤当日12:30から整理券配布
問い合わせ先／防府図書館
☎0835-22-0780
HP https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
□

防府市出身の絵本作家・詩人である林木林（はやし
きりん）さんの、オンラインによるトークイベントで
す。11:30からサイン本の販売も行います。■参加
料：無料■定員：先着50人■申し込み方法：来館・電
話・FAXのいずれかで氏名（ふりがな）、連絡先電
話番号をお知らせください。■申込開始日時：5月8
日（土）9:30
問い合わせ先／防府図書館
☎0835-22-0780 FAX 0835-22-9916
HP https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
□

6月7日（月）、21日（月）
山口

山口大学公開講座
「ニューノーマル
時代の技術革新と
半導体・エレクトロ
ニクス産業」

会場／オンライン開催

（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。）

時間／18:30〜20:00
自動車やスマートフォンなどの基礎となる半導体の
原理と応用を分かりやすく説明し、将来に向かい日
本がどのような産業および技術の創成が可能かを
考えます。■受講料：2,400円■定員：先着20人■
申し込み方法：電話・FAX・Web・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：高校生以上■申し込み期限：5月
21日（金）
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
□
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