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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 。
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森鷗外文学に見る天変地異/
平成25年津和野町
豪雨災害の記録
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3月31日（木）まで

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〜
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山陽小野田市
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3月20日（日）
まで

企画展
「火とともに
ある暮らし
〜昔の道具展〜」
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宇部市
3月12日（土）〜
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まちじゅう
エヴァンゲリオン
「海洋堂エヴァンゲリオン
フィギュアワールド」

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

防府市
3月6日（日）、13日（日）

重源ウォークラリー
「重源で ぶら〜り 防府」
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3月6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／10:00〜16:00
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。

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・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

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

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

3月6日（日）
まで
防府

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
□

3月6日（日）
まで
防府

スポット展
「ふゆめ展」

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）

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
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
□

3月6日（日）
まで
萩

テーマ展
「古写真で見る
幕末明治
萩の人物編」

会場／萩博物館

萩市堀内355

時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）

3月20日（日）
まで
山陽
小野田

企画展
「火とともにある暮らし
〜昔の道具展〜」

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
「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」を扱う道具を展示し、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
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20日（日）
まで
萩

萩・椿まつり

会場／笠山椿群生林（越ヶ浜）
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。
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3月21日（月・祝）まで
萩

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
作品展示

会場／萩博物館内「探Qはぎ博」
（無料ゾーン）
萩市堀内355
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、12月18日〜2月28日にかけて萩市内外の
子どもたち〜大人から募集した塗り絵コンテストの
作品を展示します。■料金：無料■休館日：水曜

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）

3月31日（木）
まで
山口

時間／各営業時間に準ずる

『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! 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／萩博物館
〒758-0057 萩市堀内355
☎0838-25-6447
HP https://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/
□

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

3月28日（月）
まで
山口

3月21日（月・祝）
まで
山口

企画展
「れきみん40年の歩みと
所蔵資料展」

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）
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）
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22日（火）
まで
宇部

まちじゅう
エヴァンゲリオン
「スマホスタンプラリー」

会場／JR宇部新川駅、JR宇部駅、
JR妻崎駅、JR東新川駅、

企画展
「萬代家のおもてなし」

会場／十朋亭維新館

山口市下竪小路112
時間／9:00〜17:00

“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：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/
□

4月3日（日）
まで
萩

萩城下の古き雛たち

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

時間／施設により異なる
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
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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／毛利博物館
☎0835-22-0001
HP http://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/
□

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/
□

2023年2月12日（日）まで
山口

テーマ展示
「中也の本棚
̶日本文学篇」

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

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、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3日（日）
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
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

4月10日（日）
まで
防府

毛利博物館企画展
「姫君ゆかりの美
―毛利家のお雛さま―」

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｢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

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

3月1日（火）
〜27日（日）
萩

萩の真ふぐ
キャンペーン
「萩の真ふぐ
満ぷくセット」
プレゼント!

会場／萩市内飲食店ほか

期間中、萩市内飲食店やおうちで食べた「萩の真
ふぐ」の感想等をInstagramで投稿していただい
た皆様の中から抽選で、萩沖の日本海で獲れた天
然真ふぐを刺身・唐揚げ・お鍋で楽しめるセットにし
て、5名様にプレゼントします。■申し込み期限：3
月28日（月）

問い合わせ先／萩市水産課
☎0838-25-4195（平日のみ）
HP https://hagi-gochi.jp/news/
□
harunomafugu2022
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時間／9:00〜17:00

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/
□

3月1日（火）〜4月10日（日）
津和野

森鷗外文学に見る
天変地異/
平成25年津和野町
豪雨災害の記録

3月2日（水）
山陽
小野田

企画展
「火とともにある暮らし
〜昔の道具展〜」
関連講演会

会場／森鷗外記念館

会場／山陽小野田市立中央図書館
2階視聴覚ホール

時間／9:00〜17:00

時間／13:30〜15:00

島根県鹿足郡津和野町町田イ238

森鷗外記念館では、全国文学館協議会の共同展示
として、災害にちなんだ企画展を開催します。まず、
鷗外の作品の中から、災害に関する翻訳作品を紹
介。また、平成25年7月に津和野町を襲った豪雨災
害について、当時の状況や復旧後の様子など、写
真を交えて伝えます。毎年全国各地で災害が頻発
する中、災害について考える機会にしてみません
か。■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）
問い合わせ先／森鷗外記念館
☎0856-72-3210

山陽小野田市栄町9-13

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■申し込み期限：3月1日（火）17:00

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4日（金）〜11月27日（日）
萩

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

時間／9:00〜17:00

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/

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4日（金）
〜6日（日）
防府

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」

会場／アスピラート
1階市民スペース
防府市戎町1-1-28

3月2日（水）〜5月30日（月）
山口

企画展
「菜香亭に集いし人の花押」

会場／山口市菜香亭

山口市天花1-2-7

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

3月4日（金）〜4月10日（日）
宇部

はじまりのかたち
柳原義達・向井良吉・
澄川喜一彫刻展
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会場／ときわ湖水ホール
アートギャラリー
時間／10:00〜16:00

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
（雨天時は屋外イベントは中止）

3月5日（土）〜5月22日（日）

企画展
「山頭火と小郡農学校」 3月6日（日）
会場／山口市小郡文化資料館
山口 おいでマルシェ
山口

山頭火が其中庵で過ごした6年間に、たびたび訪
れた小郡農学校とそこでの交友録について、当館
初公開の資料と併せて、農学校の懐かしの資料を
展示します。※ギャラリートーク：3月20日（日）
「山
頭火と國森樹明」、5月3日（火・祝）
「農学校につい
て」各日とも14時〜（30分程度）■入館料：無料■
休館日：月曜（休日の場合は翌平日）
問い合わせ先／山口市小郡文化資料館
☎083-973-7071
HP http://cmogori.ec-net.jp/
□

会場／萩・明倫学舎

萩市大字江向602

時間／10:00〜16:00
（雨天中止のイベントあり）
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／小野田消防署
☎0836-83-2702

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

3月6日（日）
山口

3月5日（土）、6日（日）、
12日（土）、13日（日）、
3月6日（日）
19日（土）、20日（日）、
21日（月・祝）、26日（土）、 防府 フェスタ・アスピラート
27日（日）
2022（音楽部門）

萩・明倫学舎開館
5周年記念イベント
「学舎維新祭」

春の火災予防運動（3月1〜7日）の一環として、
市民へ火災予防を呼びかけ、防火意識の高揚、火
災予防思想の普及、啓発を図ることを目的として
開催します。■屋内展示・催しコーナー：火災予防
作品（受賞作品）
・幼年消防クラブの絵画等の展
示■屋外体験コーナー：消防車・はしご車・救急車
の展示、消火体験、煙体験ハウスほか■料金：無
料

会場／山口市中央公園

問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055

萩

第35回消防展

山陽小野田市中川6-4-1

問い合わせ先／宇部市UBEビエンナーレ推進課
☎0836-51-7282

時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）

山陽
小野田

会場／おのだサンパーク
屋内は本館2階大催事場、
屋外は中央エントランス前広場
及び駐車場

野外彫刻展「UBEビエンナーレ」と“彫刻のまち”
宇部を支えた3人の彫刻家の作品を紹介する展
覧会です。新規収蔵となる澄川喜一作品を初お
披露目します。■料金：無料■休館日：火曜（3月
29日及び4月5日は開館）

山口市小郡下郷609-3

3月6日（日）

山口ゆめ回廊
物産フェア
「ななゆめマルシェ」

会場／KDDI維新ホール

山口市小郡令和1-1-1

時間／10:00〜16:00

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

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。■特産品・農林水産物を
販売：7市町から約40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。■フォトラリーを開催：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、マジック、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。■ミニ新幹線、
ドクターイエローに乗
車できます。フォトラリーに参加いただいた方に乗
車券をお渡しします（対象：小学生以下）。■料金：
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/
□

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
□

「あなたも主役!
オン ザ ステージ」

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〜

アスピラート
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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
HP https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
□

soshiki/25/chogen-walk.html

3月6日（日）
山口

講演会
「直伝! 山口県の
南画家たち」

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
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/
□

3月6日（日）
山口

オリジナル紙芝居
「十朋亭とふたりの志士」
初上演

会場／十朋亭維新館

山口市下竪小路112

時間／11:00〜、13:00〜（ほか随時）
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の史実に基づく物
語を、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/
□

3月6日（日）、13日（日）
防府

重源ウォークラリー
「重源で ぶらーり 防府」

3月6日（日）

上映会
3月9日（水）
〜6月6日（月）
「星よりも、遠くへ」
津和野 津和野町郷土館
会場／山陽小野田市立中央図書館
新収蔵品展
2階視聴覚ホール
山陽
小野田

山陽小野田市栄町9-13

時間／13:30〜15:00
仙 台 市 天 文 台が制 作した、プラネタリウム番 組
「星空とともに」。東日本大震災の夜、大停電の被
災地を満天の星が照らしていました。こんな星空
を今まで見たことがない…予想だにしない苦難と
ともに被災者たちが見上げたのは、星空という名
の「宇宙」。震災の星空と被災者たちとの繋がりを
描いた「星空とともに」の第二章となる、プラネタ
リウム版ドキュメンタリー作品です（上映時間40
分）。この上映と合わせて、東日本大震災に係る朗
読会を開催します。■参加料：無料■定員：50人
（先着）■申し込み方法：電話、FAX、メールのい
ずれか■休館日：月曜
問い合わせ先／山陽小野田市中央図書館
☎0836-83-2870 FAX0836-83-3564
cyuo-library@city.sanyo-onoda.lg.jp
HP http://www.library.sanyo-onoda.lg.jp
□

会場／津和野町郷土館

島根県鹿足郡津和野町森村ロ127

時間／8:30〜17:00

郷土館では、津和野の歴史や文化を物語る資料の
収集・保存・公開を行っています。本展では、2020
〜21年の2か年で新たに収蔵した古文書や美術工
芸品をご紹介します。津和野藩家老大岡家にあっ
たとされる山本琴谷筆の板戸絵や、藩主亀井家や
藩士の家に伝わったカルタや刀など多様な資料の
初公開です。この機会にぜひご覧ください。■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）
問い合わせ先／津和野町郷土館
☎0856-72-0300

会場／勝間浦コース
防府市国衙5-2

時間／13:00〜15:00
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。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。■参加料：500円（ガイド料）■定員：15人
（先着）■申し込み方法：電話またはメール
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3月9日（水）
山口

「タネは誰のもの」、
「食の安全を守る人々」
上映記念トークイベント

会場／山口情報芸術センター
スタジオC
山口市中園町7-7

時間／13:45〜14:35
農と食のあるべき姿を描いた映画「タネは誰のも
の」、
「食の安全を守る人々」の上映を記念し、両作
品のプロデューサーを務めた、弁護士で元農林水
産大臣の山田 正彦氏のトークイベントを行います。
■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■映画鑑賞チケット販売所：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/
□

3月10日（木）
防府

問い合わせ先／安野光雅美術館
☎0856-72-4155

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〜」

会場／防府市公会堂
大ホール

防府市緑町1-9-1

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
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/
□

3月12日（土）〜5月8日（日)
宇部

アスピラート

まちじゅう
エヴァンゲリオン
「まちじゅうグルメフェア」

会場／宇部市内各所

時間／各店舗の営業時間に準ずる
宇部市内の飲食店等で、地元食材を使用したエ
ヴァンゲリオンに関連したメニューを提供するグル
メフェアを開催します。あわせて、オリジナルグッ
ズがもらえるスタンプラリーも実施します。
問い合わせ先／宇部市地域ブランド推進課
☎0836-34-8372

3月10日（木）
〜14日（月）
山口

菜香亭市民ギャラリー
「アトリエ陽だまり
作品展 in 山口」

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）
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/saikoutei̲events/
□
saikoutei̲events-1414/

3月11日（金）〜6月8日（水）

人々の暮らしの詰まった
「旅の絵本」展 第1期

津和野

会場／安野光雅美術館

島根県鹿足郡津和野町後田イ60-1

時間／9:00〜17:00

安野さんの代表作「旅の絵本」シリーズの10冊目、
「旅の絵本Ⅹ」の刊行にあわせて原画を初公開しま
す。安野さんの遺作ともいえる本作では、舞台であ
るオランダの美しい風景が描かれています。地域
の街並みや自然、オランダ出身の画家たちの作品
をモチーフにした場面も盛り込まれ、安野さんなら
ではの機知に富んだ世界が広がります。40年以上
も安野さんのライフワークであったシリーズの最終
幕、ぜひともご覧ください。■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）

3月12日（土）〜5月8日（日）
宇部

プリザーブド
フラワー展

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
プリザーブドフラワーを使用したドレスやハーバリ
ウムを展示します。詳細はHPをご確認ください。■
料金：無料（入館料は別途必要）■休館日：火曜
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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/
□

3月12日（土）〜5月8日（日）
宇部

海洋堂
ネイチャーワールドin
ときわ公園

会場／ときわ動物園体験
学習館モンスタ
時間／9:30〜17:00

至高の名作が大集合! ■料金：200円（1人）■休
館日：火曜
問い合わせ先／宇部市ときわ公園企画課
☎0836-54-0551

ときわ動物園の多々良園長が園内を散策しながら
見どころをガイドします。詳細はHPをご確認くだ
さい。■料金：無料（入園料は別途必要）■定員：
10人（当日先着）
問い合わせ先／ときわ動物園
☎0836-21-3541

3月13日（日)
萩

萩ジオパークフェア
2022

会場／萩・明倫学舎本館
萩市江向602

時間／10:00〜16:00
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

3月12日（土）〜5月8日（日）
宇部

まちじゅうエヴァンゲリオン 3月12日（土）
「海洋堂エヴァンゲリオン
防府 第31回
フィギュアワールド」
防府図書館まつり

会場／ときわミュージアム
イベントホール

時間／9:30〜17:00
（3月12日は13：00〜）

海洋堂フィギュアミュージアム黒壁と連携した、エ
ヴァンゲリオンのジオラマ及びヒューマンスケー
ルを含むフィギュアを展示します。期間限定グッズ
ショップも同時開催します。■料金：200円（1人）
■休館日：火曜
問い合わせ先／宇部市ときわ公園企画課
☎0836-54-0551

会場／ルルサス防府
（多目的ホール、防府図書館、
わっしょい広場ほか）
防府市栄町1-5-1

時間／9:45〜15:00
昔のあそび体験やバザー、図書館探検クイズ・ツ
アーなど、ご家族皆様で楽しめるイベントが目白
押しです。移動図書館車「わっしょい文庫」もやっ
てきますので、この機会にぜひご利用ください。
多目的ホールでは、例年大盛況の古本リサイクル
市を開催します。皆様のご来場をお待ちしていま
す。■料金：無料※新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、催しへの参加等に一部制限を設け
ています。ご来場前に防府図書館Webサイトをご
確認ください。

3月13日（日）
宇部

ときわ遊園地
ぶちのりパスポート

会場／ときわ遊園地

時間／10:00〜17:00
ときわ遊園地ののりものが乗り放題! ※一部除く
■料金：1,000円（1人）■チケット販売所：ときわ
遊園地内券売機（当日販売のみ）
問い合わせ先／サノヤス・ライドサービス
☎0836-35-8289

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

3月13日（日）、27日（日）
宇部

ときわ動物園
園長とさんぽ

会場／ときわ動物園
（動物園入口集合）

3月13日（日）
山陽
小野田

山陽小野田市立
中央図書館・
放送大学連携公開講座
「子どもの育ちと
家族の関わり」
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会場／山陽小野田市立中央図書館
山陽小野田市栄町9-13

時間／13:30〜15:00
放送大学山口学習センター客員准教授の春日由美
先生を講師に迎え、0歳から高校生までの心理的な
育ちと家族の関わりについて、簡単なワークも含め
ながら、講義を行います。■受講料：無料■定員：30
人（先着）■申し込み方法：電話、FAX、メールのい
ずれか■休館日：月曜
問い合わせ先／山陽小野田市中央図書館
☎0836-83-2870 FAX0836-83-3564
cyuo-library@city.sanyo-onoda.lg.jp
HP http://www.library.sanyo-onoda.lg.jp
□

3月15日（火）〜21日（月・祝） 3月18日（金）〜8月28日（日）
美祢

長登銅山文化交流館
第13回企画展
「銅花器に生ける生花展」

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
（入館16:30まで）
美祢市文化協会加盟の3華道団体が、銅花器（花を
生ける銅製の容器）を使った生花と、銅及び銅花器
に関する資料を展示します。■料金：無料※17、
19、21日は展示替えに伴い企画展は15時まで
問い合わせ先／長登銅山文化交流館
☎08396-2-0055

3月16日（水）〜21日（月・祝）
山口

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」

会場／山口市菜香亭

山口市天花1-2-7
時間／ 9:00（初日のみ13:00）〜
17:00（最終日のみ16:00）

①3月14日（月）
②4月15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／①14:00〜
（13:45開場）
②10:00〜
（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
「ショーシャンクの空に」②「機関車先生」■料金：
無料■定員：15人（先着）
問い合わせ先／防府図書館
☎0835-22-0780
HP https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
□

防府

企画展
「山頭火と衣食住」

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

旅する俳人として知られている種田山頭火は、大
正15年〜昭和7年9月までは“旅を住みか”とし、
昭和7年9月から昭和15年10月に亡くなるまで
は庵を構えて暮らしました。そのような生活の中
で山頭火はどのような身支度で過ごし、どのよう
な食生活をしていたのでしょうか。庵ではどのよ
うな暮らしをしていたのでしょうか。今回は、前期
には「衣」
「食」、後期には「住」とテーマを分け、
旅の時代と庵住生活の時代それぞれの句や日記
等から、生活する一人の人間としての山頭火をご
紹介します。山頭火の日々の営みをのぞいてみま
せんか。■入館料：無料■休館日：火曜（火曜が祝
日の場合は翌平日）、6月13日（月）〜16日（木）
問い合わせ先／
山頭火ふるさと館
☎0835-28-3107
HP https://hofu-santoka.jp/
□

3月19日（土）〜6月19日（日）
萩

特別展「百年の布〜
美しき襤褸の世界〜」
ぼ

ろ

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

会場／萩博物館

問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
HP https://saikoutei.jp/saikoutei̲events/
□
saikoutei̲events-1414/

時間／9:00〜17:00
（入館は16:30まで）

3月17日（木）〜21日（月・祝）
山陽
小野田

山陽オートレース
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）

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（さきおり）」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/
□

時間／10:00〜16:50
山陽オートでは、3月17日（木）〜21日（月・祝）に
「特別GⅠ共同通信社杯プレミアムカップ」を開催!
今年度、山陽オートレース場ではもっとも大きな
レースで、全国からトップ選手が集結し、熱いバト
ルが展開されます。ご来場の際は、コロナウイル
ス感染症対策として、マスクの着用や入場時の検
温等にご協力をお願いします。■入場料：無料
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
□

09

2022.3_Mar.

3月19日（土）
萩

はぎマルシェ

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

萩市江向552-2

会場／山口市歴史民俗資料館

※少雨決行

山口市春日町5-1

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。■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 3 1 0 円が必 要で
す）
問い合わせ先／萩マルシェ実行委員会事務局
☎0838-25-4192

れきみん
ファミリーデー!

山口

会場／中央公園（山縣有朋像周辺）
時間／11:00〜15:00

3月20日（日）、4月17日（日）

時間／①10:00〜12:00
②13:00〜15:00
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20日（日）竹細工、4月17日（日）火打石・
火きりぎね■料金：無料■申し込み方法：随時受付

3月19日（土）
宇部

〜ラン旅〜
特別ガイド

会場／ときわミュージアム
宇部市野中3-4-29

時間／14:00〜14:30
見頃のランについて、植物管理員が特別ガイドを
行います。開始時間前に、植物館入口前のフロア
にお集まりください。■料金：無料（入館料は別途
必要）■定員：10人（先着）

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）

山口

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/
□

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
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
HP http://www.c-able.ne.jp/~yrekimin/
□

3月19日（土）
防府

橋下徹 講演会
「異端のすすめ〜
橋下流・後悔しない
生き方〜」

会場／防府市公会堂
大ホール

防府市緑町1-9-1

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

3月19日（土）〜4月3日（日）
宇部

ときわ公園
夜桜ライトアップ

会場／ときわ公園桜山周辺

ときわ公園の夜桜をライトアップします。■料金：
無料（要駐車料）
問い合わせ先／宇部市ときわ公園企画課
☎0836-54-0551

3月20日（日）、4月17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。■料金：無料■定員7組程度（先着）
問い合わせ先／防府図書館
☎0835-22-0780
HP https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/
□
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3月21日（月・祝）
山陽
小野田

第30回椿まつり
in Ejio

会場／江汐公園管理棟ほか

周年記念の年に当たる為、市内の中高生で編成さ
れる山口ジュニアオーケストラのソリストに金子三
勇士さん（ピアニスト）をお迎えします。■入館料：
無料※入場制限する場合あり■定員：1000人

問い合わせ先／山口市観光交流課
☎083-934-2810
HP http://yamaguchi-city.jp/
□

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

山陽小野田市大字高畑字
西山根401-1

時間／10:00〜15:00
（展示以外雨天時は中止）
盛りだくさんのイベントを楽しみながら、江汐公園
でひと足早い春の訪れを感じてみませんか。■椿
の展示・即売、押し花・山陽小野田市題材の油絵展
示（3月14日（月）〜23日（水））■春の江汐公園
を自然観察指導員とめぐる散策ツアー10:30〜
11:45（要予約・先着30人）■シャボン玉ショー①
11:00〜、②13:00〜■第1回防災デイキャンプ
10:00〜15:00（要予約、先着15組：1組4〜5人）
※会場出入口にアルコール消毒での手指消毒、マ
スク着用、検温、参加者同士の間隔確保にご協力
をお願いいたします。■入場料：無料
問い合わせ先／江汐公園管理棟
☎0836-83-5378
HP http://ejio.jp
□

3月下旬〜4月上旬
美祢

さくらWeek

会場／美祢市役所横
厚狭川河川敷周辺

美祢市大嶺町東分326-1

時間／18:00〜22:00
桜のライトアップおよび竹灯籠の展示等を行い
ます。

3月21日（月・祝）
防府

問い合わせ先／みね桜まつり実行委員会事務局
☎0837-52-0434

防府図書館
ビブリオバトル

3月26日（土）〜4月3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）。着付・レンタル料金、申し込み方
法、申し込み期限は店舗により異なります。■休館
日：店舗により異なる
問い合わせ先／大路ロビー
☎083-920-9220
HP http://ojilobby.sblo.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
時間／10:30〜11:30

ビブリオバトルの観覧者を募集します。バトラー
（発表者）がおすすめの本を持ち寄り魅力を紹介
しますので、一番読んでみたくなった本に投票し
てください 。あなたの 知らなかった面 白 い 本が
きっと見つかります。事前申込は不要ですので、
当日直接会場へお越しください。■料金：無料
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（月・祝）
山口

第49回
市民コンサート

会場／山口市民会館

山口市中央2-5-1

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／13:00〜16:30

時間／19:00〜22:00

各種音楽コンクールで優秀な成績をおさめた方々
や熱心に音楽活動している方々に出演していただ
くコンサートです。今年度は山口市民会館開館50

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

3月26日（土）〜4月3日（日）
山口

人力車
一の坂川花見運行

会場／山口市菜香亭

山口市天花1-2-7

時間／10:00〜16:00
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一の坂川の両岸の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：1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■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/
□

3月26日（土）
美祢

出張萌えサミット
in 秋芳洞

ブックデザインやCDジャケットでおなじみの大人
気 イラストレーター 中 村 佑 介 の 大 規 模 展 覧 会 !
430点以上と、過去最大の展示数です。会期中に
はサイン会やトークショー、オリジナルグッズの販
売も! 中村佑介というイラストレーターの軌跡を、
ぜ ひ目撃してください 。■ 入 場 料：一 般 8 0 0 円
（750円）、グッズ付き1,100円（1,050円）、学
生 5 0 0 円（ 4 5 0 円 ）、グッズ 付き8 0 0 円（ 7 5 0
円）、小学生以下無料※（ ）内は前売価格。※学
生の場合、入場時要学生証。※小学生以下のお
子様の場合は保護者ご同伴ください。※障害者手
帳等をお持ちの方ならびに特別支援学校に在学
中の方と、その付き添いの方は1人まで無料。
（要
証明）■前売券取扱：アスピラート（3/25まで）、
防府市公会堂、ローソンチケット■休館日：火曜
（5/3（火・祝）は開館、5/6（金）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/
□

身近でありながらあまり触れることのない「歯車」
や「ベアリング」の仕組みを、遊びながら体験して
もらうことで、
「ものづくり」や「技術」に興味を
もっていただくことを目的に開催します。からくり
作家制作の歯車などを利用したからくり作品の実
物資料や、
「ベアリング」の歴史や性能などをパネ
ル・体験展示で紹介する、
「回転」をテーマにした
特別展（巡回展示）です。■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）
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
□

アスピラート

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／10:00〜15:00
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/
□

①4月2日（土）、②3日（日）
山口

3月27日（日）
山口

ワークショップ
「花押作りませんか?
〜あなただけの花押〜」

会場／山口市菜香亭

山口市天花1-2-7

時間／①10:30〜 ②14:00〜
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■申し込み期限：3月26日
（土）午前中■休館日：火曜（休日の場合は翌平日）

湯田温泉白狐まつり

会場／井上公園、
県道204号線周辺、
湯田自動車学校

山口市湯田温泉2-5
時間／①10:00〜20:00
②10:00〜15:00

「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。白狐の嫁入り松明行列
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／湯田温泉白狐まつり実行委員会
☎083-925-6843
HP https://www.facebook.com/byakkomatsuri/
□

問い合わせ先／山口市菜香亭
☎083-934-3312
HP https://saikoutei.jp/
□

4月1日（金）〜7月10日（日）
3月26日（土）〜5月8日（日）
防府

企画展
「中村佑介展」

防府

特別展
「ぐるぐるミュージアム
〜まわる、うごく!
4月3日（日）
歯車のチカラ★〜」

会場／アスピラート
2階 展示ホール

会場／防府市青少年科学館
（ソラール）

時間／10:00〜17:00
（入場は16:30まで）

時間／9:30〜17:00
（入館は16:30まで）

防府市戎町1-1-28

防府市寿町6-41

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
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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

4月15日（金）〜5月5日（木・祝） 4月23日（土）〜5月22日（日）
防府

防府天満宮
大石段花回廊

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。
県 立 農 業 大 学 校や 地 元の中 学 校で 育てられた
花々を並べて防府天満宮の大石段を彩ります。■
料金：無料
問い合わせ先／防府天満宮
☎0835-23-7700
HP http://www.hofutenmangu.or.jp/
□

令和4年度
埋蔵文化財公開普及
事業「発掘された山口」
―山口県埋蔵文化財
センター巡回展―

会場／萩市大井公民館
萩市大井1447-2

時間／9:00〜17:00
県民を対象に郷土山口から発掘された出土品を展
示･公開します。展示は令和2年度に県内で発掘調
査された主要な遺跡の出土品と、昭和55年の山
口県埋蔵文化財センター開館以降、県内で発掘調
査された約280遺跡のうち9遺跡を選定し、代表
的な出土品を展示するプレイバックまいぶんの2
種類あります。また、開催期間中、山口県埋蔵文化
財センター職員を講師とした記念講演会及びギャ
ラリートークを開催します。■料金：無料

4月3日（日）
萩

萩

流し雛

会場／藍場川

（旧湯川家屋敷周辺）

問い合わせ先／萩市商工観光部文化財保護課
☎0838-25-3654

時間／10:00〜
「萩城下の古き雛たち」の最終日に、藍場川沿い
旧湯川家屋敷周辺にて「流し雛」を開催します。子
どもたちの健やかな成長と無病息災を願い、手作
りのお雛さまを桟俵に乗せて藍場川に流します。
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=900010

4月27日（水）、5月25日（水）、
6月22日（水）、7月27日（水）
山口

4月9日（土）、10日（日）
防府

シャクナゲまつり

会場／宇佐八幡宮

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

4月23日（土）、24日（日）
防府

第41回
防府市緑花祭

会場／防府駅みなとぐち
であいの広場
時間／9:00〜15:00

春の緑化推進運動の一環として、緑化の啓発を目
的とした緑と花に関するイベントです。ステージ
イベントや、花木の販売、抽選会等行います。緑
や花の無料配布もあります。■料金：無料
問い合わせ先／防府市都市計画課
☎0835-25-2159

山口大学公開講座
「【人と移動研究推進体
プロジェクト】様々な
文化圏の文学作品を
一緒に味わいましょう」

会場／山口市吉田キャンパス
山口市吉田1677-1

時間／13:00〜14:00
様々な文化圏の<人と移動>に関連のある作家の
作品を読みます。作品について自由に話し合いま
しょう! 他の方の、自分とは違う感じ方・考え方に気
づくことをきっかけにして、文学作品を存分に味わ
いましょう。講座の前までに、作品を読んでおいて
ください。※4月27日、5月25日、6月22日の講座
については、事前に資料をお渡しします。7月27日
の講座についてのみ「マンゴー通り、ときどきさよ
なら（白水社、2018年）」を各自で入手の上、事前
に読んでおいてください。■受講料：3,200円
■定員：20人（先着、どなたでも）■申し込み方法：
電話で「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：4月13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（月〜金 9:00〜17:00）
HP https://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp
□
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