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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
出張萌え
サミット
in 秋芳洞

3月26日（土）

山陽小野田市
岩崎寺所蔵
仏像一般公開

2月18日（金）

萩市

萩・椿まつり

2月11日（金・祝）～
3月20日（日）

津和野町

西周生誕
記念講演会

2月5日（土）

山口市

阿知須のひなもんまつり＆
ぷち街角ぎゃらりー

2月10日（木）～14日（月）

防府市

梅まつり
2月20日（日）～3月6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

植物文化作品展
2月11日（金・祝）～23日（水・祝）
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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
問い合わせ先／中原中也記念館
☎083-932-6430
□HP  https://www.chuyakan.jp/

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／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

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

会場／萩博物館
           萩市堀内355

3月6日（日）まで
萩 企画展
「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
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/

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

防府

3月6日（日）まで
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／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。1月15
日(土)より後期展示が始まっています。前期から
大幅に展示作品を入れ替えています。■入館料：
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  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・
よりくるミンククジラ・
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
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/
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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

3月21日（月・祝）まで
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／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ています。■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

問い合わせ先／十朋亭維新館
☎083-902-1688
□HP  https://jippotei-ishinkan.jp/

“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」「なでしこ文様漆絵木
坪」「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：火曜（祝日の場合は
開館、翌平日振替休館）

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

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

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

時間／9:00～17:00

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／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

4月20日（水）まで 
あわら田
～敗戦から15年、
ある農村の記録～

時間／9:00～17:00
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会場／毛利博物館 
           防府市多々良1-15-1 

防府

2月5日（土）～4月10日（日）
毛利博物館企画展
「姫君ゆかりの美
―毛利家のお雛さま―」

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）
“ひなまつり”にちなんで、華麗な｢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
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/

問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
□HP  https://www.hofutenmangu.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、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

会場／山陽小野田市立中央図書館
　　　2階第1会議室
          山陽小野田市栄町9-13

2月5日（土）
第39回
サイエンス・カフェ

山陽小野田市立山口東京理科大学の先生方に、そ
れぞれ専門分野について高校生でも分かりやすく
お話ししていただく講座です。今回のテーマは「ア
インシュタインが拓いた物理学の世界～量子論・相
対論・非平衡物理学～」です。物理学の目標はこの
世界のありとあらゆる現象を説明し、予測可能な理
論を構成することです。このとき、理論的に構築し
た理論の正否を確かめるために検証実験を行いま
す。この過程で多くの新現象の予測がなされ、さら
にその発展として技術や工業への応用なども行わ
れてきました。本講義では、皆さんに馴染み深いア
インシュタインによってなされた現代物理学におい
て特に重要な三つの発見に焦点を定め、物理学に
おける考え方に慣れ親しんで欲しいと思っていま
す。■対象：高校生以上※マスクの着用をお願いし
ます。■講師：吉井涼輔（山口東京理科大学講師）
■参加料：無料■定員：20人程度■申し込み方法：
窓口、電話、FAX、メールのいずれか

山陽
小野田

時間／13:30～15:00

問い合わせ先／山陽小野田市立中央図書館
☎0836-83-2870　
FAX0836-83-3564
　cyuo-library@city.sanyo-onoda.lg.jp
□HP  https://library.city.sanyo-onoda.lg.jp/
event/2539.html

問い合わせ先／森鷗外記念館
☎0856-72-3210

毎年西周の生誕日（2月3日）にちなみ、2月に開催
している西周生誕記念講演会。今年度は、2月5日
（土）に「近代哲学の祖　西周―生涯と思想―　最
後の論文『理ノ字ノ説』」と題して、西周の生涯とそ
の思想について考えます。講師は、津和野町文化
保護審議会会長の松島弘氏です。なお、ご参加い
ただく際はマスクの着用等、新型コロナウイルス感
染拡大予防へご協力ください。■定員：先着30人■
申し込み方法：電話■休館日：月曜（月曜が祝日の場
合は翌日）

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

2月5日（土）
西周生誕記念
講演会

時間／14:00～15:30

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
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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

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、手作り
小物等の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
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

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

会場／防府天満宮
           防府市松崎町14-1

防府

2月6日（日）
第45回
防府お針祭り

時間／9:30～15:00
針供養の神事を行います。折れたり曲がったり古
くなった針をやわらかい豆腐に刺して針を休め、
針への感謝、針技術の向上を願います。ご自由に
お参りください。
問い合わせ先／
防府お針祭り実行委員会
（(一社)防府観光コンベンション協会内)　
☎0835-25-2148
□HP  https://visit-hofu.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）

2月6日（日）～2月8日（火）
山陽オートレース
本場開催

山陽オートでは、2月6日(日)～8日(火)に本場開催
を行います! 真冬の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

山陽
小野田

時間／10:00～16:50

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

会場／アクトビレッジおの
　　　研究活動室 
           宇部市大字小野字大日原7025
時間／①10:00～11:00（初心者）
　　　②11:00～12:00（経験者）
癒やしの音色を奏でませんか? フルート奏者の藤
川真由美先生と山崎優先生が丁寧に教えてくださ
います。■受講料：各回2,000円■定員：先着10人
■申し込み方法：電話、FAX、メール、郵送、来館の
いずれか■申し込み期限：各開催日の3日前

宇部

2月8日（火）、2月22日（火）
オカリナ教室

問い合わせ先／アクトビレッジおの
〒754-1311　宇部市大字小野字大日原7025
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@feelkankyo.com
□HP  http://actvillageono.feelkankyo.com

時間／1回目：14:00～（開場13:15）
　　　2回目：17:00～（開場16:15）

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

大人気コーラスグループ「純烈」が防府にやって
くる! 2010年シングル「涙の銀座線」でメジャー
デビュー以降、“スーパー銭湯アイドル”として注
目を浴び、2018年から4年連続でNHK紅白歌
合戦に出場。最近は歌番組以外にバラエティやド
ラマにも出演し、老若男女から愛されています。
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にご期待ください! 
■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/ 問い合わせ先／津和野町観光協会

☎0856-72-1771

初午とは京都の稲荷山に稲荷神がご鎮座された日
であり、太皷谷稲成神社においても祭礼が行われ
ます。お稲荷様のご縁日となるこの日は大勢の参拝
客で賑わいます。当日は旅館組合による郷土料理・
酒蔵鍋の振舞もテイクアウト方式で予定されてい
ます。※新型コロナウイルス感染症の対策をされた
上、ご参拝ください。

会場／太皷谷稲成神社
　　　島根県鹿足郡津和野町後田409

津和野

2月10日（木）
太皷谷稲成神社
初午大祭

時間／10:00～
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山口

2月11日（金・祝）、12日（土）
ワークショップ
「映画を2回観る会」

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/2022/
double-film-screening/

ショートフィルム フェスティバル in YCAMを開
催期間中、2月11日（金・祝）、12日（土）の2日間、
ワークショップ「映画を2回観る会」を行います。
作品の魅力を深く楽しむための鑑賞法を発見し、
作品に対する批評的な視点を養うことを目標とし
たワークショップです。1本の短編作品をナビ
ゲーターによる解説や参加者同士の感想共有を
間に挟んで2度鑑賞します。■料金：無料■定員：
50人（各回）■申し込み方法：HP■応募要件：2
月11日（金・祝）：小学4年生以上対象、2月12日
（土）：高校生以上対象■申し込み期限：各回開催
前日まで（申込多数の場合は抽選）

会場／山口情報芸術センター
　　　［YCAM］スタジオC
          山口市中園町7-7
時間／①2月11日（金・祝）：12:40～14:50
　　　②2月12日（土）　 ：14:40～16:50

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

会場／萩往還梅林園
           萩市椿1125
時間／10:00～16:00

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／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  https://www.hagishi.com/search/
detail.php?d=900068 

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
　　　（最終日は15：30まで）

宇部

2月11日（金・祝）～23日（水・祝）
植物文化作品展

織物、染色、リース、植物画、ハーブクラフト、手
工芸品など、植物を素材・題材としたアート作品を
展示します。■料金：無料（入館料は別途必要）■
休館日：火曜

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
～あなたの大切な街へ
　あなたに届けたい～

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! 幼いころから「ち
びっこのど自慢」で優勝するなど実力が認めら
れ、長年にわたって活躍を続けている天童よし
み。2022年には記念すべきデビュー50周年を迎
えます。ますます力強く輝く歌声を、ぜひ会場で
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/

1999年より日本各地で開催されている米国アカ
デミー賞公認・アジア最大の国際短編映画祭
「ショートショート■フィルムフェスティバル&アジ
ア」（SSFF&ASIA）と連携し、ショートフィルム 
フェスティバル in YCAMを開催いたします。映画
館で観る機会の少ない世界各国の短編映画を満
喫できる3日間です。2月11日（金・祝）、12日（土）
ワークショップ「映画を2回観る会」を行います。■
料金：1プログラム（短編映画5作品）：前売　一般
800円／any会員・25歳以下・特別割引600円
当日  一般1,000円／any会員・25歳以下・特別割
引800円　特別割引：シニア（65歳以上）、障害が
い者および同行の介助者1人※未就学児無料■
定員：100人（各回）■チケット販売所：山口市文化
振興財団チケットインフォメーション（YCAM内、☎
083-920-6111）■休館日：火曜（祝日の場合は
翌日）
問い合わせ先／山口情報芸術センター[YCAM]
☎083-901-2222
□HP  www.ycfcp.or.jp/
□HP  https://www.ycam.jp/cinema/2022/
short-film-festival/

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

山口

2月11日（金・祝）～13日（日）
ショートフィルム
フェスティバル in YCAM
spported by ShortShorts

時間／①2月11日（金・祝）：11:00～18:25　
　　　②2月12日（土）　：13:00～20:30
　　　③2月13日（日）　：13:00～16:05

ボガビラのバス

問い合わせ先／
ときわミュージアム　ときわ公園企画課　世界を旅する植物館係
☎0836-37-2888
□HP  https://www.tokiwapark.jp/museum/
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問い合わせ先／山口市農林政策課
☎083-934-2816
□HP  https://www.yamaguchi-machinaka.com/
tokusan_event/

新型コロナウイルスの影響で外食産業の需要が
落ち込み、山口市産の牛肉や果物、魚介類などが
行き場を失っています。本イベントは、こうした特
産品を国の補助事業を活用し、市民の皆さんにお
求めやすい価格で販売することで、山口市産の
農林水産物の消費拡大につなげることを目的とし
て開催します。地元のおいしいものを、この機会
にぜひお召し上がりください。■入場料：無料

会場／米屋町商店街・中市商店街

山口

2月13日（日）
コロナに負けるな!
やまぐち応援マルシェ

時間／11:00～15:00

会場／アクトビレッジおの
　　　和室
           宇部市大字小野字大日原7025
時間／13:00～14:00
音楽療法士の藤川真由美先生と山崎優先生によ
る講座です。親子で生演奏に合わせて体を動かす
音楽体験ができ、お子様の感性を育てます。■受
講料：各回3,000円■定員：先着親子5組■申し込
み方法：電話、FAX、メール、郵送、来館のいずれ
か■申し込み期限：2月10日（木）

宇部

2月13日（日）、3月13日（日）
森のリトミック

問い合わせ先／アクトビレッジおの
〒754-1311　宇部市大字小野字大日原7025
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@feelkankyo.com
□HP  http://actvillageono.feelkankyo.com

問い合わせ先／アクトビレッジおの
〒754-1311　宇部市大字小野字大日原7025
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@feelkankyo.com
□HP  http://actvillageono.feelkankyo.com

会場／アクトビレッジおの
　　　木工室 
           宇部市大字小野字大日原7025
時間／10:00～12:00
寄せ植え工房花の記念日の皆元克彦さんにお越し
いただき、この時期に咲くお花を使い寄せ植えを
作ります。■参加料：3,000円■応募要件：小学生
以上の親子■定員：先着24組■申し込み方法：電
話、FAX、メール、郵送、来館のいずれか■申し込
み期限：2月9日（水）

宇部

2月13日（日）
花の寄せ植え

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。
山口情報芸術センターでは「バナナがすきなひ
と」（2004年）、「砂利」（2007年）を好演、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）

時間／13:00～15:00

会場／①阿弥陀寺コース
　　　  　防府市大字牟礼1869
　　　②勝間浦コース
　　　  　防府市国衙5-2

防府

①2月13日（日）、27日（日）
②3月6日（日）、13日（日）

重源ウォークラリー
「重源で　ぶら～り　防府」

問い合わせ先／
重源上人生誕900年イベント推進協議会
（防府市おもてなし観光課内）
☎0835-25-4547
　kankou@city.hofu.yamaguchi.jp

東大寺再建の立役者で、阿弥陀寺を建立するなど
防府にゆかりが深い重源上人の生誕900年イベ
ントのラストを飾る重源ウォークラリーを開催しま
す。鎌倉時代から残る文化財や地形などを見て・
聞いて・感じる「重源で ぶら～り 防府」の参加者
を募集中です。阿弥陀寺コースでは、重源上人が
建てた阿弥陀寺と鎌倉時代から残る文化財の見
どころなどを、防府商工高校の生徒らがフレッシュ
な視点でご案内します。勝間浦コースでは、重源
上人など有名な歴史上の人物も訪れた!? 当時の
海岸線や国衙など、鎌倉時代から残る地形を感じ
る場所をご案内します。■参加費:①800円（ガイ
ド料、入館料）②：500円（ガイド料）■定員：各15
人（先着）■申し込み方法：電話またはメール

山口

2月13日（日）～3月31日（木）
山口の幕末の偉人
5人をさがせ!
～早春なぞとき
　維新館めぐり～

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112
時間／9:00～17:00

問い合わせ先／十朋亭維新館
☎083-902-1688
□HP  https://jippotei-ishinkan.jp/

5題の“なぞとき”に挑戦して、十朋亭維新館内（本
館、十朋亭、杉私塾、萬代家主屋）に隠された「山
口の幕末の偉人5人」のミニパネル5枚を見つけ出
し、各パネルに示された文字を1文字ずつ集めて
キーワードを完成させてください。なぞとき用紙は
本館等で配布します。解答を書いた用紙を本館カ
ウンターに持ってきてくれた人にオリジナルシー
ルをプレゼント。子どもも大人も楽しめる“なぞと
き”を用意してお待ちしています。■料金：無料■休
館日：火曜（祝日の場合は開館、翌平日振替休館）
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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

①2月18日（金）
②3月14日（月）

月いちキネマ

時間／①10:00～（9:45開場）　
　　　②14:00～（13:45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
「学校」②「ショーシャンクの空に」■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/

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

2月18日（金）～3月20日（日）
企画展
「火とともにある暮らし
～昔の道具展～」

「火」は、煮炊きする・灯りをとる・暖をとるなど、私
たちが生きる上で最も重要な「恵みの道具」でし
た。長い間、火とともに暮らしてきたわたしたちで
すが、現代は生活から「火」を使う場面は消えつつ
あります。本企画展では、当館に収蔵されている
「火」をあつかう道具を展示し、私たちの祖先がど
のように火とともに暮らしてきたかを紹介します。
※新型コロナウイルス感染状況等により、変更・中
止となる場合があります。■観覧料：無料■休館
日：月曜、祝日

山陽
小野田

時間／9:00～16:30

問い合わせ先／山陽小野田市歴史民俗資料館
☎0836-83-5600
□HP  htpps://www.sanyo-onoda.lg.jp/site/rekimin

会場／岩崎寺
          山陽小野田市大字有帆2289-1

2月18日（金）

岩崎寺所蔵仏像
一般公開

がん  き   じ
山陽
小野田

時間／9:00～16:00
年に一度、県指定有形文化財「木造千手観音菩薩
立像」など、平安時代中期から鎌倉時代初期に制
作された7躯の仏像を一般公開します。年に一度
のご開帳です。この機会にぜひご覧ください。
問い合わせ先／山陽小野田市社会教育課
☎0836-82-1205

会場／アクトビレッジおの
　　　研究活動室
           宇部市大字小野字大日原7025
時間／13:00～14:30
エステサロン ローズウッド主宰の藤嶋小百合さん
にお越しいただき、体にいい香りの事を学びます。
アロマスプレー等季節に合わせたものを作成しま
す。■料金：各回1,700円■定員：先着15人■申し
込み方法：電話、FAX、メール、郵送、来館のいず
れか■申し込み期限：2月13日（日）

宇部

2月16日（水）、3月16日（水）
アロマ教室 

問い合わせ先／アクトビレッジおの
〒754-1311　宇部市大字小野字大日原7025
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@feelkankyo.com
□HP  http://actvillageono.feelkankyo.com

問い合わせ先／アクトビレッジおの
〒754-1311　宇部市大字小野字大日原7025
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@feelkankyo.com
□HP  http://actvillageono.feelkankyo.com

終活ガイドの河口裕子さんにお越しいただき、もし
もの時の準備から…遺された方のどうしたら？とい
う不安までを講師の実体験を交えながらお話して
いただきます。■受講料：1,500円■定員：先着20
人■申し込み方法：電話、FAX、メール、郵送、来
館のいずれか■申し込み期限：2月15日（火）

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

宇部

2月18日（金）
終活セミナー

問い合わせ先／アクトビレッジおの
〒754-1311　宇部市大字小野字大日原7025
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@feelkankyo.com
□HP  http://actvillageono.feelkankyo.com

会場／アクトビレッジおの
　　　研究活動室  
           宇部市大字小野字大日原7025
時間／10:00～12:00
環境のために、未来のためにできることから始め
ませんか? ミツロウを使い繰り返し使えるラップを
作ります。SDG'ｓについても学びます。■料金：
2,500円■定員：先着15組（先着）■申し込み方
法：電話、FAX、メール、郵送、来館のいずれか■
応募要件：小学生以上の親子■申し込み期限：2月
15日（火）

宇部

2月19日（土）
ミツロウECOラップを
作って親子でSDG'ｓを
学ぼう! 

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/

山口

2月16日（水）～2023年2月12日（日）
テーマ展示
「中也の本棚
̶日本文学篇」

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

中原中也は読書家でした。中也の本棚にはどんな
本が並んでいたのでしょうか? 中也は高橋新吉、
佐藤春夫、宮沢賢治などを愛読し、詩のほかにも
幅広いジャンルの本を読んでいました。本展で
は、中也が読んだ本、中也による書評などを通じ、
中也が受けた文学的影響や同時代の文学につい
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

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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萩

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。■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

防府

2月20日（日）～3月6日（日）
梅まつり

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
防府市まちの駅うめてらす　☎0835-28-0500
□HP  http://www.hofutenmangu.or.jp/
□HP  https://ume-terrace.jp

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20日（日）、3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/

山口

2月20日（日）、3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） 

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）
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001

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

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。2月20日（日）炭火アイロン・火鉢、3月20日
（日）竹細工■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

2月20日（日）、3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／アクトビレッジおの
〒754-1311　宇部市大字小野字大日原7025
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@feelkankyo.com
□HP  http://actvillageono.feelkankyo.com

会場／アクトビレッジおの
　　　キャンプ場 
           宇部市大字小野字大日原7025
時間／10:00～12:00
災害が起きた時、身近にあるもので何でもできる
ようになるために「ソラキッチン」のりちゃんが教
えてくれます! シェルターの設営体験と災害の際
の調理を体験します。■料金：1,000円■定員：先
着10組■申し込み方法：電話、FAX、メール、郵
送、来館のいずれか■応募要件：小学生以上の親
子■申し込み期限：2月20日

宇部

2月27日（日）
防災に役立つ
キャンプグッズと
ポリ袋調理法

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

山口

2月20日（日）
ドキュメンタリー映画
「くじらびと」
公開記念トークイベント

時間／14:25～15:10
インドネシアの小さな島で、伝統の捕鯨を400年
間続けながら暮らす人々を捉えたドキュメンタリー
映画「くじらびと」を山口県初公開いたします。
12:30～14:25「くじらびと」上映後には、撮影を
担当した山口県出身の宮本麗さんをお迎えし、撮
影秘話などお話しいただきます。■料金：無料※映
画鑑賞料金は別途必要（当日券のみ）：一般1,300
円、any会員、65歳以上、25歳未満、障がい者お
よび同行の介助者800円■定員：100人■チケッ
ト販売所：山口情報芸術センター2FスタジオC※上
映開始15分前より販売開始

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/cinema/

©Bon Ishikawa
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会場／アスピラート
　　　1階市民スペース
           防府市戎町1-1-28

防府

3月4日（金）～6日（日）
フェスタ・アスピラート
2022（美術部門）
「なんでも写真コンテスト」

時間／9:00～17:00
今年のお題は「小さな幸せ」。コロナ禍によって大き
く変化した日常。ですが、そんな中でも何気ない瞬
間に幸せを感じることが増えたのではないでしょう
か。ふとした瞬間に見つけた風景や、家族の笑顔、
ペットの仕草など「小さな幸せ」を切り取った、心が
温まるような写真を展示します。来場者投票により大
賞が決まります! 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　アスピラート
☎0835-26-5151
□HP  http://aspirante-hofu.com/

萩

3月4日（金）～11月27日（日）
萩・明倫学舎
幕末ミュージアム企画展
「海外の絵入り新聞に
見る幕末維新」

会場／萩・明倫学舎
           萩市大字江向602

萩・明倫学舎の幕末ミュージアムでは、個人収集
家の小川忠文氏から萩市に寄贈された約6,000
件にものぼる近世の科学技術史資料「おがわ是
苦集」のうち、約600件を常時展示公開していま
す。本年は開館5周年を迎えることを記念して、幕
末ミュージアムならではの企画展を開催します。
イラストレイテッド・ロンドン・ニュースをはじめと
する絵入り新聞をもとに、海外から見た幕末維新
期の日本と長州の様子を探ります。■料金：一般
300円、高校生200円、小中学生100円
問い合わせ先／萩・明倫学舎推進課
☎0838-21-2018
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/site/
meiringakusha/

時間／9:00～17:00

萩

3月5日（土）～27日（日）
萩・明倫学舎開館
5周年記念イベント
「学舎維新祭」

会場／萩・明倫学舎
           萩市大字江向602

萩・明倫学舎開館5周年を記念したイベント「学舎
維新祭」を開催します。■期間　3月の土・日・祝日
（時間は内容により異なる）■内容：書道パフォー
マンス、歴史パフォーマンス、鉄砲演武、ジオパー
クフェア、萩にゃん散歩、ガラポン抽選会など■
参加料：無料（2号館は要入館料：一般300円、高
校生200円、小中学生100円）
問い合わせ先／萩・明倫学舎推進課
☎0838-21-2018
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/site/
meiringakusha/

時間／10:00～16:00
　　　（雨天中止のイベントあり）

山口市菜香亭には伊藤博文・井上馨・山県有朋・佐
藤栄作など多くの政治家の扁額があります。政治
家、特に大臣になった者の多くは花押を持ってお
り、それは今なお続いています。今回、菜香亭を訪
れた人物の花押についての展示を行います。■料
金：大人100円、小人50円■休館日：火曜（休日の
場合は翌平日） 
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  https://saikoutei.jp/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

3月2日（水）～5月30日（月）
企画展
「菜香亭に集いし人の花押」

時間／9:00～17:00

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／山口市中央公園
          山口市中園町7

山口

3月6日（日）
おいでマルシェ

時間／9:00～15:00

会場／山陽小野田市立中央図書館
　　　2階視聴覚ホール
          山陽小野田市栄町9-13

3月2日（水）
企画展
「火とともにある暮らし
～昔の道具展～」
関連講演会

企画展「火とともにある暮らし～昔の道具展～」の関
連講演会を開催します。■演題：「民具と地域研究～
民具と伝承～」■講師：吉留徹（下関市立豊北歴史
民俗資料館（太翔館）館長）※新型コロナウイルス
感染状況等により、変更・中止となる場合がありま
す。■聴講料：無料■定員：先着50人■申し込み方
法：電話■申し込み期間：2月17日（木)～3月1日
（火）（受付時間9:00～17:00）■休館日：月曜、祝日

山陽
小野田

時間／13:30～15:00

問い合わせ先／山陽小野田市歴史民俗資料館
☎0836-83-5600
□HP  htpps://www.sanyo-onoda.lg.jp/site/rekimin

3月5日（土）

問い合わせ先／アクトビレッジおの
〒754-1311　宇部市大字小野字大日原7025
☎0836-64-5111　FAX0836-64-2800
　actvillageono@feelkankyo.com
□HP  http://actvillageono.feelkankyo.com

会場／アクトビレッジおの
　　　調理室 
           宇部市大字小野字大日原7025
時間／10:00～12:00
小野ハーブネットワーク　South Balmの佐々木
智子さんが無農薬のハーブと岩塩を使ったハーブ
ソルトの作り方を教えてくださいます! お一人（1
組）100ｇ作ります。■料金：1,800円■定員：先着
15組■申し込み方法：電話、FAX、メール、郵送、
来館のいずれか■応募要件：小学生以上の親子
（大人のみの参加も受け付けます）■申し込み期
限：2月28日（月）

宇部 ハーブソルト作り

会場／秋吉台家族旅行村
　　　  美祢市秋芳町秋吉1237-553
時間／9:00～

美祢

3月6日（日）
Mineサイクロン
フェスティバル
みねすとろん♡2022
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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

3月10日（木）
劇団四季
ファミリーミュージカル
「はじまりの樹の神話
～こそあどの森の物語～」

時間／18:00～（開場17:15）
四半世紀にわたって読み継がれてきた児童文学
の傑作「こそあどの森の物語」シリーズ「はじまり
の樹の神話」を、劇団四季がオリジナルミュージ
カル化! 人とのつながりが薄れているように感じ
られるいま、少年の出会いと成長の物語を通じ
て、想いを伝えること、つながることの大切さが胸
に迫ります。心を温かく包み、明日を生きる力が湧
いてくる感動の舞台。さあ、あなたの大切な人と
ご一緒にどうぞ。■入場料：全席指定一般5,500
円、中学生以下3,500円（税込）当日同額※2歳
以下入場不可。■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、
SHIKI ON-LINE TICKET

フェスタ・アスピラート
2022（音楽部門）
「あなたも主役!
  オン ザ ステージ」

防府

3月6日（日）

会場／アスピラート
　　　1階市民スペース、
　　　3階音楽ホール
           防府市戎町1-1-28
時間／10:00～
前回は動画配信でしたが、今回のフェスタ・アスピ
ラートは、生ライブです。生だからこそ感じられ
る、臨場感と迫力。様々な団体のパフォーマンス
をお楽しみいただけます。ぜひ会場にお越しくだ
さい。■入場料：無料
問い合わせ先／防府市地域交流センター　アスピラート
☎0835-26-5151
□HP  http://aspirante-hofu.com/

長州ファイブのメンバーで山口市史跡・十朋亭とも
ゆかりの深い伊藤博文と井上馨、幕末期の萬代家
当主・萬代利兵衛とのきずなを題材に構成したオリ
ジナル紙芝居「十朋亭とふたりの志士」を初上演
します。お子様から大人の方へ、歴史のお話を紙
芝居で楽しくお伝えします。■料金：無料
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6日（日）
オリジナル紙芝居
「十朋亭とふたりの志士」
初上演

時間／11:00～、13:00～（ほか随時）

山口

3月6日（日）
講演会
「直伝! 山口県の
南画家たち」

20世紀に活躍した山口県の南画家たち（田中柏
陰、藤本木田ほか）について、師事した講師がその
画風や人柄などを紹介します。■参加料：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：3月5日（土）
問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
TEL・FAX083-924-7001
□HP  http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/

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 
時間／13:30～15:00

山口

3月10日（木）～14日（月）
菜香亭市民ギャラリー
「アトリエ陽だまり
作品展 in 山口」

水彩画「香山」の皆様による、五重塔などの水彩画
を約50点展示いたします。■参加料：無料
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  https://saikoutei.jp/saikoutei_events/
saikoutei_events-1414/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7
時間／10:00～17:00
　　　（最終日のみ15:00まで）

山口県央連携都市圏域の市町の特産品や農林水
産物等を販売する物産フェア「ななゆめマルシェ」
を開催します。特産品等の販売や、キッチンカーの
出店、フォトラリー、大道芸など盛りだくさんのイベ
ントでお楽しみください。※体験コーナーは事前申
し込みが必要です。申し込み方法は、ウェブサイト
をご覧ください。■特産品・農林水産物を販売：7市
町から約41店舗が出店します。地元の特産品等を
お得に購入できます。■キッチンカーがやってくる：
唐揚やソフトクリーム、ドリンクのほか、瓦そば、鹿
肉カレーなどを販売する4つのキッチンカーが出店
します。■フォトラリー：7市町の特色をデザインし
たフォトスポットを巡るフォトラリーを実施します。
すべてのスポットをまわった方には参加賞をお渡し
します。■驚きのパフォーマンスがたくさん：ウォー
ターアートや、大道芸など、県内で活躍するパ
フォーマーが会場を盛り上げます。■料金：無料■
申し込み方法：HP■申し込み期限：2月10日（木）

会場／KDDI維新ホール
          山口市小郡令和1-1-1 

山口

3月6日（日）
山口ゆめ回廊物産フェア
「ななゆめマルシェ」

時間／10:00～16:00

秋吉台の雄大な自然でサイクリングを楽しもう! 初
心者が参加しやすいコース設定のサイクルイベント
です。皆様のご参加をお待ちしています! ■料金：ミ
ドルコース：7,000円■定員：先着300人■申し込み
方法：HP■応募要件：9歳以上の健康な男女※18
歳以下の方は、同意書に保護者もしくは代理人の署
名が必要です。13歳未満の方は保護者の同伴が必
要です。※自転車ヘルメット・手袋は必ず着用してく
ださい。■申し込み期限：2月6日（日）
問い合わせ先／みねすとろん♡2022事務局
☎0837-62-0115
□HP  https://karusuto.com/event/
minesutoron-220306/

問い合わせ先／山口市経済産業部ふるさと産業振興課
☎083-934-2952
□HP  https://nanayumemarche.com
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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／防府市公会堂
　　　大ホール
           防府市緑町1-9-1

防府

3月13日（日）
山口放送開局
65周年記念
小林愛実
ピアノ・リサイタル

時間／15:00～（開場14:00）
第17回ショパン国際ピアノコンクール ファイナリ
ストという前回に続き、第18回ショパン国際ピア
ノコンクール4位入賞という更なる快挙を成し遂
げた小林愛実氏。6年ぶりの防府公演であり、コ
ンクール後初の山口公演をお楽しみください。■
入場料：全席指定一般4,800円、高校生以下
2,800円※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、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／防府市公会堂
　　　大ホール
           防府市緑町1-9-1

防府

3月19日（土）
橋下徹　講演会
「異端のすすめ
～橋下流・後悔しない
生き方～」

時間／13:00～（開場12:00）
大阪府知事、大阪市長などを歴任し、さらにTV番
組出演や講演、執筆活動等多方面で活躍中の橋
下氏。この機会をお見逃しなく! ■入場料：全席指
定2,000円（財団会員無料ご招待。詳しくはお問
合せください）■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

萩

3月13日（日)
萩ジオパークフェア
2022

会場／萩・明倫学舎本館
           萩市江向602

萩ジオパークを楽しむ祭典「ジオパークフェア」を
今年も開催します。展示や体験、ミニ講座などを
通してジオパークにふれてみませんか。今回も一
部のプログラムをライブ配信します。会場で満喫
するもよし、お家で視聴するもよし。皆さまのご参
加をお待ちしています。■料金：無料
問い合わせ先／
萩ジオパーク推進協議会（萩市ジオパーク推進課）
☎0838-21-7765
□HP  https://hagi-geopark.jp

時間／10:00～16:00

そぞろ歩きの会の皆様による、山口の風景などの
写真を約30点展示いたします。■参加料：無料
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  https://saikoutei.jp/saikoutei_events/
saikoutei_events-1414/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

3月16日（水）～21日（月・祝）
菜香亭市民ギャラリー
「第6回写真展
カメラ片手に漫ろ歩き」

時間／9:00（初日のみ13:00）～
　　　17:00（最終日のみ16:00）

3月12日（土）
第4回
スマイルコースト・
ウォーク
～山陽小野田市の
美しい海岸線と夕陽を
楽しむ約30㎞～ 

山陽
小野田

会場／ドライブインみちしお
　　　（スタート・受付）
          山陽小野田市大字埴生2216-7
　　　きらら交流館（ゴール）
          山陽小野田市焼野海岸

山陽小野田市の特徴である長い海岸線や「日本の
夕陽百選」に認定されている焼野海岸の夕陽を体
感するウォーキング大会です。通過地点では山陽
小野田名産品などの「食」も楽しみながら約30㎞
を歩きます。歩いて、食べて、温泉も満喫できる
ウォーキングです。■コース：ドライブインみちしお
（受付8:00～8:30）出発式9:00、スタート9:10→
花の海→浜のてんぷら屋→厚陽公民館→縄地ヶ鼻
公園→東沖緑地→赤崎公民館→きらら交流館
（ゴール受付終了17:00）■持参物：飲み物、振込
用紙の控え■参加料：一般・中学生以上1,500円、
小学生1,000円（要保護者同伴）※おもてなし、完
歩賞、傷害保険料を含みます。※申込後は荒天時
を含め、原則参加料は返金しません。ご了承くださ
い。■定員：先着200人■申し込み方法：[窓口]申込
書に参加料を添えて山陽小野田観光協会（シティ
セールス課内）に持参、[振込]申込書に記入し、山
口銀行の窓口で振込[現金書留]申込書に記入し、
参加料を添えて山陽小野田観光協会（シティセー
ルス課内）へ郵送※山陽小野田市シティセールス
課、山陽総合事務所、各支所、各公民館、各図書館
など申込書を備え付けています。■申し込み期限：
2月28日（月）（当日振込、消印有効）

時間／9:00～17:00
　　　（荒天中止、順延なし）

問い合わせ先／
山陽小野田観光協会（山陽小野田市シティセールス課内）
〒756-0067　山陽小野田市日の出1-1-1
☎0836-82-1313
□HP  http://sanyoonoda-kanko.com

萩

3月19日（土）～6月19日（日）
特別展「百年の布～
美しき襤褸の世界～」

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

会場／萩博物館
           萩市堀内355

先人たちは限られた衣料を長く使い続けるために
布を補強・修繕・再利用する術を編み出してきまし
た。繕いながら着続けられた衣服の中には仕立て
られてから役目を終えるまで百年を超えるものが
あったとされます。使い古した木綿布を裂いて糸
の代用とした「裂織」など先人たちの技術が詰め
込まれた様々な衣類に宿る「美しさ」を通じて、現
代の衣生活を見つめ直します。■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：6月8日
（水）～6月10日（金）
問い合わせ先／萩博物館
☎0838-25-6447
□HP  https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/
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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/

一の坂川の両岸を桜を見ながら人力車で一周しま
す。（期間内の土日及び不定期で平日※桜の開花
状況によって前後する場合あり）■参加料：大人
（中学生以上）：1人/800円　2人/1,500円　小
人（小学生・幼児）：1人/500円　2人/1,000円■
定員：一乗車につき2人■申し込み方法：電話■申
し込み期限：各回開催前日の午前中■休館日：火曜
（休日の場合は翌平日）
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  https://saikoutei.jp/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

3月26日（土）～4月3日（日）
人力車 一の坂川花見運行

時間／10:00～16:00

花押は昔の署名から発達したサインの一種です。
自身のオリジナル花押をつくってみませんか。※押
し花ではありません。ご注意ください。■参加料：
500円（当館入館料を含む）■定員：各回先着10
人■申し込み方法：電話■申し込み期間：2月16日
（水）～3月26日（土）午前中■休館日：火曜（休日
の場合は翌平日）
問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
□HP  https://saikoutei.jp/

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

3月27日（日）
ワークショップ
「花押作りませんか?
～あなただけの花押～」

時間／①10:30～②14:00～

昔、天大網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：26歳以上600円、19～25歳
550円、19歳未満450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15日（火）■休館日：月曜
問い合わせ先／NPOあとう
☎083-956-2526　FAX083-956-2527
□HP  https://ato-kankou.org

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 

山口

3月20日（日）
春到来
十種ヶ峰登山
～十種の宝を探そう～

時間／9:30～14:00　※雨天中止

会場／秋芳洞及び
　　　秋芳洞ふれあい広場
　　　  美祢市秋芳町秋吉
時間／10:00～16:00

美祢

3月26日（土）
出張萌えサミット
in 秋芳洞 

アイドルグループや声優、コスプレイヤーなど、サブ
カルチャーをメインとしたイベントが盛りだくさんの
「萌えサミット」が、2022年も美祢市秋芳洞にやっ
てきます!  
問い合わせ先／萌えサミットin秋芳洞実行委員会 事務局
☎0837-62-0115
□HP  https://karusuto.com/event/20220213/

美祢

3月21日（月・祝）
やまぐちアーティスト支援
「音と光の幻想的時空」

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／18:30～
山口県出身在住のアーティストの芸術活動を支援
するやまぐちアーティスト支援事業です。今回は防
府市在住のピアニスト徳冨信恵が、照明と生花装飾
を使って音楽と色彩の融合を試みます。■料金：前
売り：一般1,500円、大学生以下500円（当日各
500円増）■申し込み方法：HP
問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020
□HP  https://aiav.jp/

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

3月21日（月・祝）
防府 防府図書館ビブリオバトル

時間／10:30～11:30
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。おすす
めの本を紹介するバトラー（発表者）を募集しま
す。観覧・投票への参加は事前申込不要ですの
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■定員：先
着4人程度（※バトラー）■申し込み方法：①住所・
氏名（ふりがな）・電話番号②紹介したい本の書
名・著者名・出版社名を、ハガキ・FAX・メール・来
館のいずれかでお知らせください。■申し込み期
間：2月2日（水）～2月28日（月）（※バトラー）■
休館日：火曜
問い合わせ先／防府図書館
☎0835-22-0780
FAX0835-22-9916
　info@library.hofu.yamaguchi.jp
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

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/

山口市後河原

山口

3月下旬～4月上旬
一の坂川
桜ライトアップ

時間／19:00～22:00


