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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。
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美祢市
二胡と
揚琴の響き
～新春の宴～

1月30日（日）

山陽小野田市
第13回
名産品フェア

1月8日（土）～10日（月・祝）

萩市

「文化財で
文化をつなぐ」

1月16日（日）まで

津和野町
あわら田
～敗戦から15年、
ある農村の記録～

1月21日（金）～4月20日（水）

山口市

坂本龍一＋高谷史郎＋YCAM「ART
-ENVIRONMENT-LIFE 2021」展

1月30日（日）まで

防府市

未来に繋げる
光のページェント2021

1月10日（月・祝）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

TOKIWAファンタジア2021
1月16日（日）まで
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会場／防府市青少年科学館
　　　（ソラール）
          防府市寿町6-41

防府

1月10日（月・祝）まで
スポット展
「走る! 鉄道模型展」

時間／9:30～17:00
　　　（入館は16:30まで）
昭和初期から平成の半ばにかけて活躍していた
列車が、鉄道模型（1/80サイズ）となって走りま
す。特別急行「つばめ」、寝台特急「あさかぜ」「ト
ワイライトエクスプレス」などが登場します。今年
は、日本近代化を支えてきた貨物列車も新たに加
わります。■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：月曜（祝
日の場合は翌平日）、1月1日～1月3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／防府市青少年科学館
　　　（ソラール）
          防府市寿町6-41

防府

1月16日（日）まで
企画展「万華鏡展～
鏡の世界であそぼ!～」

時間／9:30～17:00
　　　（入館は16:30まで）
鏡や光などの“科学的視点”と美しい模様の“芸術
的視点”の2面を織り交ぜた、「万華鏡」をテーマ
にした企画展です。万華鏡の基本原理である
「鏡」の科学体験をメインに、万華鏡の種類やしく
みを学べる展示や、様々な種類の万華鏡がつくる
模様の面白さや美しさを体験できる展示をご覧い
ただけます。■入館料：大人（高校生以上）510
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）、1月1日
～1月3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／旧久保田家住宅
           萩市呉服町1-31-5

萩

1月16日（日）まで
「文化財で
文化をつなぐ」

時間／9:00～17:00
　　　（入館16:30まで）
萩高校の生徒が、美術の授業の一環として、市内
で活動される作家の指導の下、文化財施設で版画
のワークショップを行い、現代の浮世絵を制作しま
した。その作品を、萩市の文化財である旧久保田
家住宅において展示します。歴史ある建物で高校
生の力作をご覧ください。■入館料：100円（小学
生未満は無料）
問い合わせ先／萩市文化財保護課
☎0838-25-3835

会場／嘉万公民館・
　　　赤郷公民館周辺
　　　  美祢市秋芳町嘉万4608-3、
　　　  美祢市美東町赤425
時間／16:00～00:00

美祢

1月4日（火）まで
KAMA～AKAGO
イルミナイト

嘉万・赤郷公民館周辺を約3万球の光で冬の暗闇を
明るく照らします。
問い合わせ先／
嘉万公民館
☎0837-64-0001
赤郷公民館
☎08396-2-0304 

会場／JR防府駅みなとぐち～
　　　中心商店街～防府天満宮

防府

1月10日（月・祝）まで
未来に繋げる
光のページェント2021

時間／17:00～22:00
中心市街地一帯が様々な光で輝き幸せムードに! 
"幸せます"に染まる街で幸せます冬を! ■イルミ
ネーション：令和4年1月10日（月・祝）まで　17時
～22時　会場：JR防府駅みなとぐち～中心商店
街～防府天満宮　内容：ルルサス防府のイルミ
ネーション（「幸せます」カラー「ピンク」を中心に
3万球のイルミネーション等）、駅通り街路樹ライト
アップなど■7市町光の実（山口ゆめ回廊博覧会）
令和4年1月10日（月・祝）まで　会場：ルルサス防
府およびアスピラート周辺　内容：1,000個の笑
顔（LED入り果実袋）がつくるひかりの風景
問い合わせ先／防府商工会議所
☎0835-22-4352

会場／アスピラート
          防府市戎町1-1-28

防府

1月10日（月・祝）
アスピラートの
イルミネーション 

時間／17:00～22:00（点灯時間）
今年も防府駅前をイルミネーションでお迎えしま
す! ■入場料：無料■休館日：火曜

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/



0 2

2 0 2 2 . 1 _ J a n .

会場／毛利博物館 
          防府市多々良1-15-1

防府

1月23日（日）まで
毛利博物館企画展
「祝いの美 
―毛利家の正月飾り―」

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）
毛利家伝来の「正月飾り」をはじめ、正月にちなん
で、福を招く吉祥の意匠が描かれた絵画や工芸品
など、毛利家伝来の祝いを願う品々を展示しま
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／ときわ遊園地ほか
           宇部市大字則貞3-4-1
時間／18:00～21:30（開場17：30）

宇部

1月16日（日）まで
TOKIWA
ファンタジア2021

宇部市の「ときわ公園」の冬を彩る、中国地方でも
トップクラスのイルミネーションイベント「TOKIWA
ファンタジア」。市民部門に加え、「アート」な空間
が出現し、夜の遊園地がメディアアートの美術館へ
変わります! ■メディアアートプロジェクト：全国で活
躍する著名なアーティスト（5組）によるダイナミッ
クな仕掛けのプロジェクションマッピングやイルミ
ネーション、メディアアート作品を展示■UBEビエ
ンナーレ彫刻の丘ライトアップ（17:30～21:30）：
光に照らされた野外彫刻も必見!■遊園地の夜間
営業：ファンタジア期間中は、遊園地も21:30まで
営業! 観覧車など上空から見える幻想的な世界も
楽しめちゃう! ■竹で作るオブジェ展示：宇部の黒竹
を使った竹ドームを彫刻の丘に展示。■料金：【1回
券】当日券700円、【パスポート】1,000円※高校生
以下無料※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者
保健福祉手帳をお持ちの人及びそれに伴う付き添
いの人1人無料■チケット販売所：ht tps : / /
tokiwa-fantasia2021.com（公式サイト）■休園
日：1月1日（土・祝）
問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8155

会場／ヒストリア宇部
　　　（旧宇部銀行館）
           宇部市新天町1-1-1
時間／18:00～22:00

宇部

1月16日（日）まで
ヒストリア宇部
ライトアップ

国の「近代化産業遺産」や市の「景観重要建造物」
にも指定されている村野藤吾氏設計のヒストリア
宇部（旧宇部銀行館）をライトアップします。

問い合わせ先／宇部市観光・グローバル推進課
☎0836-34-8155

問い合わせ先／山口情報芸術センター[YCAM]
☎083-901-2222

《LIFE̶fluid, invisible, inaudible…》1999年
に発表された坂本龍一氏のオペラ作品「LIFE」の
音楽と映像、そして時間軸を解体/再構成するかた
ちで制作したインスタレーションの大作。■料金：
無料※ただし、常栄寺雪舟庭入場料は別途必要 
■休館日：火曜、1月1日～1月3日は展示休止

会場／①YCAMサテライトA
　　　  　山口市駅通り1-5-25
　　　②常栄寺雪舟庭
　　　  　山口市宮野下2001-1
　　　③山口情報芸術センター
　　　　[YCAM]スタジオA 
　　　  　山口市中園町7-7

山口

1月30日（日）まで
坂本龍一＋高谷史郎＋
YCAM「ART
-ENVIRONMENT-
LIFE 2021 」展

①坂本龍一＋高谷史郎《water state 1》作品中
央に置かれた漆黒の水面に水滴が落ち、波紋が広
がり、それと呼応するように繊細なサウンドが会場
を包み込むインスタレーション作品です。②坂本龍
一＋YCAM InterLab《Forest Symphony》 
樹々の生命活動から生じる電気的な変化を観測、
記録し、そのデータを元に制作されたサウンドイン
スタレーション作品。③坂本龍一＋高谷史郎

時間／10:00～18:00
　　　（常栄寺のみ終了時間が16:30）

会場／山口情報芸術センター
　　　[YCAM］2階ギャラリー
　　　  山口市中園町7-7
時間／10:00～19:00

山口

1月30日（日）まで
原瑠璃彦＋
YCAM共同研究成果展示
「Incomplete Niwa Archives
―終らない庭のアーカイヴ」

メディア・テクノロジーを用いて制作された山口市
の常栄寺庭園（通称：雪舟庭）のアーカイブを体験で
きる展覧会です。本展では、日本庭園を3Dスキャン
などの映像技術や立体音響、バイオ・テクノロジー
などを駆使して収集した日本庭園のさまざまなデー
タをもとに、庭のアーカイブそのものを、さながら庭
のように体験できるインスタレーション作品を発表
します。■料金：無料■休館日：火曜、年末年始
問い合わせ先／山口情報芸術センター[YCAM]
☎083-901-2222
□HP  https://www.ycam.jp/events/2021/
incomplete-niwa-archives/

防府

1月31日（月）まで
重源上人生誕900年事業
重源ドライブスタンプラリー
ぐるっと まわって 重源 ワォ!
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会場／①東大寺別院阿弥陀寺
　　　  　防府市大字牟礼1869
　　　②防府天満宮
　　　  　防府市松崎町14-1
　　　③周防国一宮玉祖神社
　　　  　防府市大字大崎1690
　　　④防府市文化財郷土資料館
　　　  　防府市桑山2-1-1
　　　⑤月輪寺薬師堂
　　　  　山口市徳地上村572
防府と徳地に残る重源ゆかりの場所を巡り、重源
と防府のすごい! を感じるドライブスタンプラリー
です。4か所以上巡ると、抽選で重源を連想させ
る防府特産の豪華賞品が当たる抽選に応募でき
ます。■参加料：無料■申し込み方法：HP
問い合わせ先／重源上人生誕900年イベント推進協議会
☎0835-25-4547
□HP  http://agent.jafnavi.jp

問い合わせ先／山口情報芸術センター[YCAM]
☎083-901-2222
□HP  https://www.ycam.jp/events/2021/
kurikulab/

インドネシアのジャカルタを拠点に活動するアー
ティスト・コレクティブ、セラム（Serrum）による展
覧会です。セラムは、アーティストやデザイナー、
キュレーターなどで構成され、メンバーの多くが美
術教師としての教育を受けてきました。彼らは社会
や政治、都市、教育といった問題に多様なアプ
ローチで取り組んでおり、国内外の様々な展覧会
やアートフェスティバルで発表をおこなっていま
す。教育については、主にアートと教育制度の関係
に焦点を当て、過去・現在・未来の教育制度を思索
するとともに、教育における「学び」の概念や、教
師と生徒の役割に疑問を投げかける活動で知られ
ています。本展では、地域コミュニティとともに学
びの新しい形を問い続ける彼らの作品や活動を紹
介します。■入場料：無料■休館日：火曜、年末年始

会場／山口情報芸術センター
　　　［YCAM］ホワイエ
          山口市中園町7-7

山口

2月27日（日）まで
セラム「クリクラボ―
移動する教室」展

時間／10:00～19:00

問い合わせ先／津和野町郷土館
☎0856-72-0300

津和野藩の学者大国隆正は、藩校養老館の学問の
中心に置かれた国学を「津和野本学」と改称し、発
展させた人物です。2021年は大国隆正の没後
150年になります。本展では、特に江戸時代末期の
大国隆正と、隆正が発展させた国学を学んだ門人
たちに関するさまざまな歴史資料をご紹介します。
■入館料：一般400円、中高生300円、小学生150
円■休館日：火曜（火曜が祝日の場合は翌日）

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

3月7日（月）まで
津和野藩出身の
国学者　大国隆正
―没後150年―

時間／8:30～17:00

問い合わせ先／安野光雅美術館
☎0856-72-4155

第4期展では「繪本　仮名手本忠臣蔵」を展示しま
す。この作品は、歌舞伎や人形浄瑠璃で代表的な
演目を題材に、安野さんが34場面を描いたもので
す。また、2018年4月に出版された書籍「いずれ
の日にか国に帰らん」の原画を初公開します。書籍
では、ふるさと津和野の風景を描いた絵とともに、
イラストレーターとして活動していた弟・長嶺宗男
（村井宗二）さんの作品とその思い出が綴られてい
ます。どうぞご家族、ご友人お誘いあわせのうえ、
ご観覧ください。■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）

会場／安野光雅美術館
　　　島根県鹿足郡津和野町後田イ60-1

津和野

3月9日（水）まで
第4期　追悼展
「繪本　仮名手本
忠臣蔵」他

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

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

2月13日（日）まで
テーマ展示
「「君に会ひたい。」
―中原中也の友情」

時間／9:00～17:00

問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
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会場／山頭火ふるさと館
　　　特別展示室
          防府市宮市町5-13

防府

3月13日（日）まで
生誕100年記念
秋山巌原画展
拝啓山頭火さま

時間／10:00～18:00
版画家・秋山巌（あきやまいわお）は、山頭火を題
材とした作品を多く残しました。1971年、50歳
の時に山頭火の句に衝撃を受けた秋山は、たちま
ち山頭火にのめり込み、その句の世界を版画で表
現し始めます。このたびは、秋山巌の生誕100年
を記念して、版画の下絵として描かれた原画を一
挙公開いたします。版画によって表現された山頭
火の句の世界をどうぞお楽しみください。会期中
大幅な展示替えを行います（前期：1月12日まで、
後期：1月15日から）■入館料：無料■休館日：火
曜（火曜が祝日の場合は翌平日）、1月13日
（木）、14日（金）
問い合わせ先／山頭火ふるさと館　
☎0835-28-3107
□HP  https://hofu-santoka.jp/

会場／萩博物館内「探Qはぎ博」
　　　（無料ゾーン）
           萩市堀内355

萩

3月21日（月・祝）まで
長州萩・寄り来る
ミンククジラ・
ニタリクジラ
塗り絵コンテスト

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）
西日本ゆびおりのクジラゆかりの地・・・萩の博物館
で、特にポピュラーなミンククジラ・ニタリクジラを
テーマにクジラ文化に関わるミニ展示と、親子で
楽しめる塗り絵コンテストを実施します（萩博物館
HP専用サイトからも参加可能）。入賞者にはクジ
ラグッズがプレゼントされます。【コンテスト応募方
法】ホームページから応募用紙をダウンロードし、
必要事項をご記入のうえ、萩博物館・探Qはぎ博内
のポストに入れるか、郵送でご応募ください。応募
された作品は募集期間中、萩博物館内「探Qはぎ
博」で展示します。詳しくはホームページをご確認
ください。【募集】令和4年1月1日～1月31日、2月
1日～2月28日（消印有効）【展示】令和4年3月21
日まで■料金：無料■休館日：水曜、1/26～28
問い合わせ先／萩博物館
〒758-0057　萩市堀内355
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/

会場／JR宇部新川駅、JR宇部駅、
　　　JR妻崎駅、JR東新川駅、
　　　JR床波駅、JR新山口駅、
　　　ときわミュージアム、
　　　フジグラン宇部、
　　　おのだサンパーク、
　　　スモールワールド鉄道模型店
　　　（サンパークあじす）
時間／各営業時間に準ずる

宇部

3月22日（火）まで
まちじゅう
エヴァンゲリオン
「スマホスタンプラリー」 

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の大ヒットを記念し
て、庵野秀明総監督の生まれ故郷宇部市でエヴァ
ンゲリオンに関連した様々なイベントを開催します! 
JR宇部線とJR小野田線に乗ってスマートフォンの
専用アプリ内でスタンプポイントを集めて応募する
と、エヴァンゲリオン関連グッズなどが抽選で当た
るスタンプラリーを開催します。■参加料：無料

問い合わせ先／宇部市交通政策推進グループ
☎0836-34-8831

会場／JR宇部新川駅
時間／駅の営業時間に準ずる

宇部

終了時期未定
まちじゅう
エヴァンゲリオン
「エヴァンゲリオンを
デザインした駅スタンプ」

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の大ヒットを記念し
て、庵野秀明総監督の生まれ故郷宇部市でエヴァ
ンゲリオンに関連した様々なイベントを開催します! 
宇部市とJR西日本が共同で制作した、エヴァンゲ
リオンをデザインした駅スタンプ（直径8cm）と台
紙をJR宇部新川駅に設置します。また、JR乗車券
や入場券を記念に持ち帰ることができるように、エ
ヴァンゲリオンデザインの使用済スタンプ（直径
2cm）も制作しました。■参加料：無料
問い合わせ先／宇部市交通政策推進グループ
☎0836-34-8831

“うたげ”をテーマに、山口で醤油醸造業を営んだ
萬代家より寄贈を受けた書や工芸品のなかから、
選りすぐりの作品を紹介します。【展示資料例】「輪
島 松文様沈金朱塗六組盃」「根来 流水沢瀉と藤
文様蒔絵朱漆吸物椀」「伊万里 唐子遊び文様錦
手大皿」「燗銅壺」■展示室観覧料：大人（高校生
以上）：200円、小人（小・中学生）100円■休館日：
月曜（祝日の場合は開館、翌平日振替休館）
問い合わせ先／十朋亭維新館
☎083-902-1688
□HP  https://jippotei-ishinkan.jp/

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112

山口

3月28日（月）まで
企画展
「萬代家のおもてなし」

時間／9:00～17:00

昭和13年、中原中也一周忌を前に、中也の詩を敬
愛する山口県内の若い文学青年たちが文芸同人
誌「詩園」を創刊しました。彼らは詩の創作に励み
ながら、中也の顕彰活動を行っていました。また、
当時山口に住んでいた俳人・種田山頭火と交流し、
山頭火の句や文章も掲載しています。このたびは、
山口県立大学郷土文学資料センター協力のもと、
戦時下の山口の文学を支え、中也顕彰の先駆けと
もなった雑誌「詩園」について紹介します。■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、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/

4月17日（日）まで
山口 企画展Ⅱ「雑誌「詩園」
―中也・山頭火と
山口の文学青年たち」

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
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会場／動画配信

防府

1月7日（金）
第21回防府音楽祭
〈ほうふニューイヤー
コンサート2022〉
オープニング
街角コンサート

時間／13:00～配信開始
今年も新年は防府音楽祭でスタート! 防府市内3
か所で事前に撮影したコンサートを動画配信しま
す。ご自宅で新春のコンサートをお楽しみくださ
い。■視聴料：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/

開館40周年を記念して、これまでの当館の歩みを
紹介するとともに、所蔵資料を分野別に選んで展
示します。■入館料：一般110円（18歳以下、70
歳以上、障がいのある方及び同行の介護者は無
料）■休館日：月曜（休日の場合は翌平日）、展示替
休館：2月15日（火）、16日（水）
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

1月8日（土）～3月21日（月・祝）
企画展
「れきみん40年の
歩みと所蔵資料展」

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

会場／萩博物館
           萩市堀内355

1月2日（日）～3月6日（日）
萩 テーマ展
「古写真で見る
幕末明治
萩の人物編」

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）
萩博物館が収集してきた1,000点以上の古写真
から、幕末から明治にかけて活躍した萩ゆかりの
人々を紹介します。写真を手がかりに、幕末・明治
という激動の時代を生きた人々の姿に迫ります。
■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：水曜、1/26～28
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/ 1月8日（土）～10日（月・祝）

第13回
名産品フェア

山陽
小野田

会場／おのだサンパーク 1階
　　　サンフェスタ広場ほか
          山陽小野田市中川6-4-1

山陽小野田市をはじめ山口県内の名産品の販売や
屋台グルメなど約50店舗が出店します。ガラポン
抽選会などの日替わり企画も予定していますので、
お楽しみに! ■入場料：無料

時間／10:00～18:00
　　　（最終日は17:00まで）

問い合わせ先／
山陽小野田名産品推進協議会
（山陽小野田市シティセールス課内）
☎0836-82-1313
□HP  http://www.sanyoonoda-kanko.com

山口

1月8日（土）、9日（日）、
2月22日（土）、23日（日）
ネットにくらす、
わたしのひみつ 

問い合わせ先／山口情報芸術センター[YCAM]
☎083-901-2222
□HP  https://www.ycam.jp/events/2021/
secrets-of-me-internet/

インターネットにおける自身と他者との「見えない
コミュニケーション」について学ぶオリジナルの
教育プログラムです。このプログラムでは、SNS
における写真投稿を例に、参加者が情報の発信
者と受信者の両方の立場を体験していきます。そ
こから分かったことを話し合うことで、情報の送
信者と受信者、双方の立場の特性を再考していき
ます。※各日完結■料金：無料■定員:各回8人■
申し込み方法：HP（www.ycam.jp）内に用意さ
れた申込フォームに記入■応募要件：小学4年生
以上■申し込み期限：各回開催前日（申込多数の
場合は抽選）

会場／インターネット
　　　（ビデオ会議システム）
時間／13:00～16:00

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
           山口市中園町7

山口

1月9日（日）
おいでマルシェ

毎月第1日曜日（1月のみ第2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

時間／9:00～15:00

会場／アスピラート3階
　　　音楽ホール
           防府市戎町1-1-28

防府

1月9日（日）
第21回防府音楽祭
〈ほうふニューイヤー
コンサート2022〉
わくわく夢の響演
コンサート

時間／14:00～（開場13:00）
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会場／防府市公会堂　大ホール
           防府市緑町1-9-1

防府

1月10日（月・祝）
第21回防府音楽祭
〈ほうふニューイヤー
コンサート2022〉
ファイナルコンサート

時間／14:00～（開場13:00）
心に響け!! 音楽のエネルギー! コロナ禍の今だか
らこそ、この音楽祭でみんなを元気に。ベートー
ヴェン曲集やオーケストラ有名曲など、音のメッ
セージをお届けします。■入場料：全席指定一般
3,000円、高校生以下1,000円※財団会員割引
およびセットチケットについてはお問い合わせく
ださい。■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／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

防府

①1月13日（木）、
②2月18日（金）
月いちキネマ

時間／10:00～（9:45開場）
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
「天地明察」②「学校」■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/

大河ドラマテーマ曲やオーケストラで楽しむ「とな
りのトトロ」など、こどもも大人も楽しめる音楽をお
送りします。■入場料：全席指定一般2,500円、高
校生以下1,000円※財団会員割引およびセットチ
ケットについてはお問い合わせください。■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／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／アクトビレッジおの
           宇部市大字小野字大日原7025
時間／①10:00～11:00
　　　②11：00～12：00

宇部

1月11日（火）、25日（火）
オカリナ教室
①初心者
②経験者

オカリナを吹いてみよう! ■料金：2,000円■定員：
10人■申し込み方法：電話・FAX・メールのいずれ
か■申し込み期限：1月10日（月・祝）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@feelkankyo.com

会場／アクトビレッジおの
           宇部市大字小野字大日原7025
時間／10:00～12:00

宇部

1月16日（日）
おの和紙を作ろう! 

楮を使った紙漉き体験と和紙で飾りを作ろう! ■
料金：1,000円■定員：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：1月
12日（水）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@feelkankyo.com

萩

1月15日（土）、
2月19日（土）、3月19日（土）
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。■1月のテーマ：温マルシェ
■2月のテーマ：コーヒー＆スイーツ■3月のテー
マ：はぎマルシェ総力祭※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／はぎマルシェ実行委員会事務局
☎0838-25-4192

会場／厚狭地区複合施設
          山陽小野田市大字鴨庄94

1月15日（土）
ヒューマンフェスタ
さんようおのだ
～人権を考える
つどい～

今年度はZoomによるオンラインで開催します。会
場視聴も可能ですので、お気軽にお越しください。
講師は来場せず、会場・オンラインともに映像配信
での講演となります。■開会行事（14 :00～
14:30）人権に関する作品コンクール受賞作品の
紹介■オンライン講演（14:40～16:00）演題「被
爆体験証言と未来へ向けてのメッセージ」、講師：
箕牧智之（広島県原爆被害者団体協議会理事長）
※会場参加の際には、消毒・マスク着用等の感染症
対策へのご協力をお願いいたします。■入場料：無
料■定員：会場参加は先着40人■申し込み方法：窓
口、電話、メールのいずれかで、参加方法・住所・氏
名・電話番号・メールアドレス（オンライン参加のみ）
をご連絡ください。■申し込み期限：1月7日（金）※
定員に余裕があれば、以降も随時受け付けます。

山陽
小野田

時間／14:00～16:00

問い合わせ先／山陽小野田市市民活動推進課
☎0836-82-1137
　shiminkatsudou@city.sanyo-onoda.lg.jp
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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

防府

1月16日（日）、2月20日（日）
さんさんおはなし会

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。■料金：無料■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/

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。
1月16日（日）お正月あそび、2月20日（日）炭火ア
イロン・火鉢■料金：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

1月16日（日）、2月20日（日）
れきみん
ファミリーデー! 

時間／①10:00～12:00
　　　②13:00～15:00

問い合わせ先／桑原史成写真美術館
☎0856-72-3171

今回の展示は、桑原史成氏が1959年に大学4年
の卒業論文のテーマを「湿田と灌漑」とし、富山県
のある農村『あわら田』の現地調査を行った時に記
録したものです。「田植え時に胸まで泥土の圃場に
身体を沈めて農作業を行う状況に強い衝撃を覚
え、湿田の耕作は北陸地方での点在する現実で
あったのだが、戦後の日本の疲弊しきった経済の厳
しい状況を象徴しているようでもあって、今でもあ
の寒村が心に残る。」と語っています。桑原史成氏
が記録した『あわら田』をぜひご覧ください。■入館
料：一般300円、中高生150円、小学生100円■休
館日：3・6・9・12月の第3木曜日

会場／桑原史成写真美術館
　　　島根県鹿足郡津和野町後田71-2

津和野

1月21日（金）～4月20日（水）
あわら田
～敗戦から15年、
ある農村の記録～

時間／9:00～17:00

会場／アクトビレッジおの
           宇部市大字小野字大日原7025
時間／13:00～14：30

宇部

1月19日（水）
アロマ教室 

体にいい香りの事を学べます。■料金：1,700円■
定員：15人■申し込み方法：電話・FAX・メールのい
ずれか■申し込み期限：1月15日（土）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@feelkankyo.com

会場／アクトビレッジおの
           宇部市大字小野字大日原7025
時間／①10:00～12:00
　　　②13:00～15:00

宇部

1月16日（日）
サバイバル
火おこしマスター

小学生以上の方（小学3年生以下は保護者同伴）
を対象に、メタルマッチを使った火おこし体験と
サバイバルについて学ぼびます! ■料金：1,500
円■定員：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：1月10日（月・祝）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@feelkankyo.com

会場／アクトビレッジおの
           宇部市大字小野字大日原7025
時間／13:00～14:00

宇部

1月16日（日）
森のリトミック教室

先生と一緒に音楽に合わせてリズムをとってみよ
う! 親子で楽しく活動します。■料金：3,000円■
定員：親子5組■申し込み方法：電話・FAX・メール
のいずれか■申し込み期限：1月15日（土）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@feelkankyo.com

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）

1月18日（火）～21日（金）
山陽オート本場開催
「第19回寝太郎山猿杯
～2022年の山陽オートは
ナイター開催でスタート～」

地元山陽所属の選手が多く出場する開催です! ご
来場の際は、コロナウイルス感染症対策として、
マスク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

山陽
小野田

時間／14:00～20:50

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

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/

企画展「れきみん40年の歩みと所蔵資料展」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
方及び同行の介護者は無料）

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

1月16日（日）、2月20日（日）
企画展
「れきみん40年の
歩みと所蔵資料展」
ギャラリートーク
（展示解説）

時間／13:30～14:30
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会場／防府市青少年科学館
　　　（ソラール）
           防府市寿町6-41

防府

1月29日（土）～3月6日（日）
スポット展
「ふゆめ展」

時間／9:30～17:00
　　　（入館は16:30まで）
はっぱも落ちて、なんだかさみしい冬の森。しか
し、枝の先をよく見ると、春を待つはっぱや花の赤
ちゃん、「ふゆめ」がしっかりついています。本展
は、そんな「ふゆめ」の不思議な形や見分け方を
紹介します。冬の森にかくれている「ふゆめ」たち
を、みんなで探してみませんか? ■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：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／アクトビレッジおの
           宇部市大字小野字大日原7025
時間／10:00～12:00

宇部

1月21日（金）
終活セミナー

もしもの時、知っておきたいことのセミナーです。
■料金：1,500円■定員：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：1月
20日（木）
問い合わせ先／アクトビレッジおの
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@feelkankyo.com

会場／おのだサンパーク2階
　　　大催事場
          山陽小野田市中川6-4-1

1月27日（木）～2月2日（水）
第17回
山陽小野田市
児童生徒書道展

山陽小野田市在住・在学の園児・小学生・中学生に
よる力強い作品をご覧ください。■入場料：無料

山陽
小野田

時間／10:00～20:00

問い合わせ先／不二輸送機ホール
☎0836-71-1000

問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001　FAX083-924-7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/

山口大学名誉教授菊屋吉生先生を講師にお迎えし
て、南画の技法と盛衰について考えます。当館所蔵
作品を例に挙げて、講師と担当学芸員の質疑応答
形式で進めます。会場の参加者からの質問も多く受
け付けます。■料金：無料■定員：先着50人■申し
込み方法：電話またはFAX■応募要件：中学生以上
■申し込み期限：1月29日（土）

会場／大殿地域交流センター
　　　１階講堂
          山口市大殿大路120-4

山口

1月30日（日）
アートトーク
「南画の魅力
～墨の山水花鳥」

時間／13:30～15:00

問い合わせ先／山口市民会館
☎083-923-1000
□HP  http://yamaguchi-civichall.com

小学生から社会人までの吹奏楽・管弦楽の団体が
様々な楽曲を演奏します。■料金：無料（整理券が必
要）■チケット販売所：山口市民会館

会場／山口市民会館大ホール
          山口市中央2-5-1

山口

1月22日（土）
第25回
ニューイヤーバンド
フェスティバル
2022

時間／10:00～16:00

会場／秋吉台国際芸術村
　　　コンサートホール
　　　  美祢市秋芳町秋吉50
時間／14:00～

美祢

1月30日（日）
二胡と揚琴の響き
～新春の宴～ 

中国出身で下関在住の二胡奏者ジャン･タオ、揚琴
奏者シー･ウェンによる、新年を彩る中国伝統楽器
の響きをお楽しみください。中国古典曲や日本曲、
物語「スーホの白い馬」に合わせてセレクトした楽
曲を朗読とともに演奏します。■料金：一般2,000
円、学生500円※フレンズネット会員は会員1人に
つき2枚まで2割引■申し込み方法：電話または
HP※未就学児のご入場はできません。（満1歳以
上の未就学児対象に無料託児を実施します。希望
される方は1/20（木）までにお申し込みください）
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
　info@aiav.jp
□HP  https://aiav.jp/ 

会場／防府天満宮
           防府市松崎町14-1

防府

2月2日（水）、3日（木）
第111回
防府天満宮節分祭
牛替神事

生きた牛や、純金、純銀、銅製の牛置物など数千
点の豪華景品が当たる抽選を行う開運招福を祈
る神事です。新春の福運を占い願う参拝客で終日
賑わいます。また、3日午後2時、午後3時、午後4
時の3回に分けて、年男・年女による開運招福豆
まきが行われます。
問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
□HP  https://www.hofutenmangu.com/
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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

防府

2月3日（木）、10日（木）、
17日（木）、24日（木）
図書館ボランティア
養成講座

時間／13:30～15:00
図書館ボランティアとして活動するときに必要な
基礎的知識や技術について学んでみませんか? 
すでに図書館ボランティアとして活動中の方はも
ちろん、これから始めたいと思っている方も、お
気軽にご参加ください。1回だけの受講も可能で
す。■2月3日（木）：「乳幼児と楽しむ絵本とわら
べうた」（講師：林由紀子氏）■2月10日（木）：「子
どもの成長で変化する読書興味～子どもに本を
手渡すためにpartX～」（講師：河井律子氏）■2
月17日（木）：「図書館ボランティアが知っておく
べき、最近の図書館関連の法改正と時事～『著作
権法』『個人情報の保護に関する法律』等を中心
に～」（講師：森川信夫氏）■2月24日（木）：『学校
図書館をめぐる動向－この10年を振り返る』（講
師：梅本恵氏）■参加料：無料■定員：先着15人
（各回）■申し込み方法：来館またはFAXで、住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・参加希望日をお知
らせください。■申し込み開始日時：1月5日（水）
9:30～■休館日：毎週火曜
問い合わせ先／防府図書館
☎0835-22-0780　FAX0835-22-9916
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055

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

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

2月6日（日）
おいでマルシェ

時間／9:00～15:00

会場／防府市公会堂　大ホール
           防府市緑町1-9-1

防府

2月9日（水）
純烈コンサート
2022

時間／1回目：14:00～（開場13:15）
　　　2回目：17:00～（開場16:15）
2010年シングル「涙の銀座線」でメジャーデ
ビュー後、2018年から3年連続でNHK紅白歌合
戦出場や第61回日本レコード大賞優秀作品賞受
賞など大活躍の純烈が防府にやってくる! コロナ
禍を経てツアーが再開される中、ムード歌謡にダ
ンサブルなアクションという持ち味が存分に楽し
めるコンサートをお楽しみください。■入場料：全
席指定6,000円（税込）※当日同額※未就学児入
場不可。■プレイガイド：アスピラート、防府市公
会堂、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラ
ス、フクハラレコード

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/

時間／施設により異なる

会場／旧久保田家住宅ほか
　　　市内各所
           萩市呉服町1-31-5
           （旧久保田家住宅）ほか

2月3日（木）～4月3日（日）
萩 萩城下の古き雛たち

毛利藩で栄えた江戸時代の萩、維新の情熱で燃
えた萩、静かな佇まいを残す萩。江戸から現代に
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、文化財施設
などで展示します。【会場・15箇所】旧久保田家住
宅、菊屋家住宅、青木周弼旧宅、口羽家住宅、旧
山中家住宅、旧山村家住宅、旧小池家土蔵、旧田
中別邸、旧湯川家屋敷、桂太郎旧宅、萩市田町商
店街、萩・明倫学舎、渡辺蒿蔵旧宅、萩のお宿 花
南理の庭、旧小林家住宅（萩往還おもてなし茶
屋）■料金：入館料が別途必要な施設あり■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/hina/

時間／9:00～17:00

会場／伊藤博文別邸
           萩市椿東1511-1

2月3日（木）～4月3日（日）
萩 萩人形展

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」約100体を展示します。※
萩人形：針金、綿、布を用い、すべて手作りにより
制作された高さ約12㎝の日本人形■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

いぐら造りの街並みと商店街において、地域の
方々と協力しながら既存店舗や空き店舗、民家、
公民館等に「阿知須のひなもん」、絵手紙、小物等
の手作りアート作品を展示します。阿知須の街並
みを散策してみてはいかがですか。■料金：無料

会場／山口県央商工会阿知須支所周辺・
　　　阿知須商店街・
　　　いぐら造りの街並み周辺
          山口市阿知須

山口

2月10日（木）～14日（月）
阿知須の
ひなもんまつり＆
ぷち街角ぎゃらりー

時間／9:30～15:30

問い合わせ先／山口県央商工会阿知須支所
☎0836-65-2129
□HP  http://yamaguchi-city.jp/calendar/
winter.html
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会場／萩往還梅林園
           萩市椿1125

2月11日（金・祝）～3月6日（日）
萩 萩往還梅林園まつり

萩往還梅林園にて、梅の開花時期にあわせて期
間中の土・日・祝に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
問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  https://www.hagishi.com/search/detail.
php?d=900068

時間／9:00～16:00

会場／笠山椿群生林（越ヶ浜）

2月11日（金・祝）～3月20日（日）
萩 萩・椿まつり

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。期間中の土・日・祝日には、椿見どころ案内人
による無料ガイドや、萩椿小町によるおもてなし、
椿の苗木販売、クイズラリーなどがあります。また
「萩・椿まつりフォトコンテスト」も開催されます。
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

ドラマ、映画、舞台の中で抜群の存在感を放ち続
けるベテラン俳優の近藤芳正が、人気作家・重松
清の短編小説「ナイフ」の舞台化に挑みます。本
作は、いじめをテーマとした父と子の拙くも必死
な日常を描く、愛と再生の物語。父親や中学生の
息子、妻など、性別や年齢の異なるすべての登場
人物を、息遣いや筋肉の動かし方で演じ分けま
す。物語の持つ世界観を一人の役者がひたむきに
演じきる姿は、観客の目にどのようにうつるのか。
名バイプレイヤーとしてどんな役にも変幻自在に
溶け込んできた近藤芳正の演技力・表現力が光る
必見のひとり芝居です。■料金：全席指定【前売】 
一般3,000円／any会員・特別割引2,500円／
25歳以下1,500円／高校生以下500円【当日】
一律3,500円※特別割引：65歳以上、障がい者
及び介護の同行者1人が対象※当日券は各種割
引の対象外■応募要件：未就学児入場不可※託
児サービスあり（有料）2月6日(日)までにチケット
インフォへ要申し込み■プレイガイド：山口情報芸
術センター、チケットぴあ（Pコード：509-592）、
ローソンチケット（Lコード：62788）

会場／山口情報芸術センター
　　　［YCAM］スタジオA
          山口市中園町7-7

山口

2月13日（日）
近藤芳正
Solo Work
「ナイフ」

時間／14:00～（開場13:30）

問い合わせ先／
山口市文化振興財団チケットインフォメーション
☎083-920-6111（10:00～19:00、火曜休館）
□HP  https://www.ycfcp.or.jp/
□HP  https://www.ycam.jp/events/2022/knife/

会場／防府市公会堂　大ホール
           防府市緑町1-9-1

防府

2月12日（土）
天童よしみコンサート
2022　Go Home

時間／1回目：12:45～（開場12:00）
　　　2回目：16:45～（開場16:00）

天童よしみの防府公演が決定! 何にもまして歌う
ことが大好きだった天童よしみ。1971年「ちびっ
このど自慢」優勝でその実力が認められ、その
後、「道頓堀人情」が大ブレークしました。45周年
を迎えた2017年には、自身3度目となる「日本レ
コード大賞　最優秀歌唱賞」に輝くなど、不動の
歌唱力を誇っています。力強い歌声と感動のス
テージをお楽しみください。■入場料：全席指定 
6,500円（税込）※当日同額※未就学児入場不
可。■プレイガイド：アスピラート、防府市公会堂、
チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス
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

2月20日（日）～3月6日（日）
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
☎0835-28-05000
□HP  https://ume-terrace.jp


