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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。

なな  し  まち

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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美祢市
東京混声合唱団特別演奏会
秋吉台公演 

3月21日（火・祝）

山陽小野田市
山陽小野田
ふるさと
凧あげ
フェスティバル

3月5日（日）

萩市

萩の
真ふぐ祭り

3月19日（日）

津和野町
第1展示室『歌の世界』展　 
第2展示室 安野光雅が描く「花」

3月10日（金）～6月7日（水）

山口市

第50回
市民
コンサート

3月21日（火・祝）

防府市

第2回 立市ひな散歩
3月5日（日）まで
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宇部市

WAKUWAKU
マーケット

3月26日（日）
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防府

3月5日（日）まで
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
□HP  http://www.hofutenmangu.or.jp/
問い合わせ先／防府市まちの駅うめてらす　
☎0835-28-0500
□HP  https://ume-terrace.jp

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

3月5日（日）まで
企画展「ヒストリカル・
スターズ
～萩の先人たちが
見た星空～」 

萩

人々は昔から夜空を見上げ、輝く星々に憧れや畏
怖（いふ）を抱いてきました。吉田松陰や毛利輝
元など、萩ゆかりの歴史上の人物も見上げていた
であろう昔の星空を再現したシミュレーション映
像や、江戸時代の天体観望に使われた星図、彗
星・流星群の観望記録などの歴史資料も展示しま
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

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

会場／萩博物館　企画展示室
           萩市堀内355

3月5日（日）まで
企画展「ヒストリカル・
スターズ」関連企画
ナゾ解きミッション
「先人からの挑戦状
～謎の星の正体を追え～」

萩

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

展示室で配布される手紙（ワークシート）を持っ
て、展示資料や解説を読み解き、2023年にやっ
てくるという“謎の星”の目撃者になろう! ■参加
料：無料（観覧料は別途必要）■休館日：水曜

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

会場／萩博物館　企画展示室
           萩市堀内355

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5日（日）まで
スポット展「星座展
―ギリシャ神話から
キトラ古墳まで―」 

時間／9:30～17:00
　　　（入館は16:30まで）

国際的に決められている88星座の歴史を、星座
を制定した人々や、黄道12星座にまつわるギリ
シャ神話とともに紹介します。西洋だけではなく、
キトラ古墳に描かれた古代中国の星にも触れ、星
空への興味・関心を高める内容です。2022年は
星座制定からちょうど100周年の年でした。この
機会に、冬の夜空を見上げてみませんか? ■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

会場／防府市まちの駅うめてらす
           防府市松崎町1-20

防府

3月5日（日）まで 
第2回 
立市ひな散歩

時間／10:00～16:00

問い合わせ先／うめてらすネットワーク事務局
（防府市まちの駅うめてらす）
☎0835-28-0500

防府市まちの駅うめてらす、山頭火ふるさと館、立
市商店街等にお雛様を飾ります。【お子様限定】ひ
な壇にかくれているぶっちーの数を回答し、正解者
にはお菓子のプレゼントがあります。参加者は防府
市まちの駅うめてらすまで。（先着500人）

問い合わせ先／宇部市文化振興課
☎0836-34-8562
□HP  https://ubebiennale.com

20世紀後半に抽象彫刻の分野で活躍した2人の
彫刻家の展覧会です。■観覧料：無料

時間／10:00～16:00

会場／ときわ湖水ホール
　　　アートギャラリー
          宇部市大字沖宇部254

宇部

3月5日（日）まで
向井良吉と建畠覚造 
「抽象彫刻のレッスン」
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会場／笠山椿群生林

3月19日（日）まで
萩・椿まつり萩

問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  https://www.hagishi.com/search/
detail.php?d=900047

色鮮やかに咲き乱れるヤブツバキの見頃に合わ
せて、毎年「萩・椿まつり」が開催されす。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などがありま
す。■料金：期間中の土・日・祝日/駐車場代（1回
300円）

時間／10:00～15:30

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

恵美須ヶ鼻造船所跡に関する地理的環境の歴史
や発見された遺構を、写真や図で紹介します。■
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

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

会場／萩博物館
　　　人と自然の展示室
           萩市堀内355

3月21日（火・祝）まで
特集展示
「発掘調査で明らか
となった恵美須ヶ鼻
造船所跡」

萩

特別料理提供店舗などのキャンペーン参加店で
食事やお買い物をして、レシート（2,000円以上）
を集めて、応募用紙に貼付し、応募箱に投函また
は郵送。抽選で天然とらふぐセットなどが当たりま
す。特賞：天然とらふぐセット（30,000円相当）…
3本、A賞：萩の地魚加工品セット（5,000円相
当）…10本、B賞：萩の地魚お食事券（3,000円
相当）…20本、萩にゃん。賞：（萩の地魚付宿泊券
25,000円相当）…ペア5組■参加方法：特別料理
提供店舗などのキャンペーン参加店で食事やお
買い物をして、レシート（2,000円以上）を集め
て、応募用紙に貼付し、応募箱に投函または郵送。

会場／萩市内飲食店、萩市内各所

3月26日（日）まで
天然とらふぐセットが
当たる！　美味しい！
萩の地魚プレゼント
キャンペーン 

萩

問い合わせ先／萩市水産課
☎0838-25-4195（平日のみ）
□HP  https://www.city.
hagi.lg.jp/soshiki/48/
h51221.html

山口

3月26日（日）まで
内海ツールズ
－海で使われた
道具たち－

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）

かつて海で営まれていた生業を紹介するととも
に、使用されていた道具を展示し、人と海の関わり
について考えます。■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://yrekimin.jp/

3月28日（火）まで
企画展「大田家文書
～山野井村長府藩領
庄屋家の記録～」

山陽
小野田

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
江戸時代、山野井村の一部は長府藩領でした。そ
の長府藩領の庄屋をつとめていたのが「大田家
（現太田家）」です。大田家は、酒造業にも携ってお
り、家には村の運営に関するもの、酒造業に関する
ものなど、多くの古文書が残されました。これらが
当館に寄託され、本企画展では、これまでに整理・
調査ができた古文書の一部を紹介します。比較的
解読しやすいものを展示し、よりわかりやすい解説
もありますので、ぜひご覧ください。■関連事業
「学芸員によるギャラリートーク」：3月4日（土）「大
田家と酒造業」（11時から20分程度）■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  https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
site/rekimin/ohtake.html
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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）から「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、オリジナルグッズ
をプレゼント。■料金：無料■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31日（金）まで
山口の幕末の偉人
5人をさがせ！
～なぞとき十朋亭
維新館めぐり～

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/

問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  https://www.hagishi.com/hina/

江戸から現代にわたり大切に受け継がれてきた
お雛様約1,200体を、文化財施設などで展示しま
す。■料金：入館料が別途必要な施設あり

4月3日（月）まで
萩城下の古き雛たち萩

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

山口

4月3日（月）まで 
企画展「萬代家の
おもてなし
～茶道具と新春の
よろこび～」

山口で醤油醸造業を営んだ豪商・萬代家から山口
市へ寄贈された資料のなかから、茶道具を中心
に、「不老長寿」「商売繁盛」など、新春にふさわ
しいテーマに沿った作品を紹介します。【展示資
料例】「寿福無量図（近藤清石筆）」「赤茶碗（伝
毛利重就作）」「篠崎小竹書掛軸」「京焼蓬莱山
文様茶碗」「萩焼白釉割山椒向付」「輪島塗松島
蒔絵黒塗中次」■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

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/

4月3日（月）まで 
萩人形展萩

問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  https://www.hagishi.com/search/
detail.php?d=900060

萩の自然、文化、歴史をテーマに生まれた手作り
の日本人形「萩人形」を展示します。■入館料：
100円

時間／9:00～17:00

会場／伊藤博文別邸
           萩市椿東1511-1

防府

4月9日（日）まで 
毛利博物館企画展
「うつくしいもの
―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”にちなみ、豪華な｢有職雛｣の段飾り
をはじめ、毛利家伝来の雛道具や、姫君ゆかりの
華麗な品々など、毛利家の女性たちを魅了した美
しいものを多数紹介します。■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  https://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/

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

4月9日（日）まで 
企画展「防府市内
山頭火顕彰の歴史」
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問い合わせ先／山頭火ふるさと館
☎0835-28-3107
□HP  https://hofu-santoka.jp/

時間／10:00～18:00
俳人種田山頭火は、かつてはあまり名が知られて
いませんでしたが、今では防府市内のあちらこちら
で「山頭火」という文字を見かけます。ここでは、昭
和29年の句碑建立に始まり、全国的な山頭火ブー
ムとともに山頭火ふるさと会の活動によって盛り上
がりを見せた、市内の山頭火顕彰の歴史をたどりま
す。多くの人の奮闘によって俳人山頭火が今に伝
えられてきた様子をぜひご覧ください。■入館料：
無料■休館日：火曜（火曜が祝日の場合は翌平日)

山口

4月16日（日）まで
企画展Ⅱ「中也、
この一篇――
「一つのメルヘン」」

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（11月～4月）

中也の代表作をじっくりと味わうシリーズ企画。
「一つのメルヘン」は国語の教科書にも多数掲載
され、中也の代表作として人気の高い詩の一つで
す。本展では、この詩が書かれた背景や、詩の舞台
になったといわれる故郷・山口の風景、特徴的なオ
ノマトペの使い方など、さまざまな角度から作品を
読み解きます。■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/

問い合わせ先／津和野町郷土館
☎0856-72-0300

江戸時代、津和野町の全域は津和野藩領でした
が、笹ヶ谷銅山や日原の銅山が所在する5か村は
幕府直轄領（天領）となり、石見銀山を管轄する
大森代官所（大田市）の支配を受けていました。
なかでも笹ヶ谷銅山の経営に関わった堀家は、江
戸時代から近代に至る膨大な古文書を残しまし
た。堀家文書には、銅山や地域の当時の様子をか
いま見ることができます。本展では、堀家文書か
ら伺うことのできる銅山と天領についてご紹介し
ます。■入館料：一般400円、中高生300円、小
学生150円■休館日：3・6・9・12月の第3木曜

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

6月12日（月）まで
津和野藩のなかの
天領
笹ヶ谷銅山と
銅山師たち

時間／8:30～17:00

山口

2024年2月12日
（月・振休）まで

テーマ展示　
詩集『山羊の歌』

中原中也の第一詩集にして、生前唯一の詩集で
もある『山羊の歌』。『山羊の歌』への収録詩には、
「サーカス」や「汚れつちまつた悲しみに……」な
ど、中也の代表作といわれるものも多く、今でも
多くの読者を魅了し続けています。本展は、『山羊
の歌』の刊行までの紆余曲折、収録詩の解説、刊
行後の読者の反応など、さまざまな視点から『山
羊の歌』を紹介します。■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

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（11月～4月）

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（水）～11日（土）
第25回
厚狭寝太郎の里
おひなさまめぐり

山陽
小野田

会場／厚狭駅前商店街
　　　 （屋外イベントは雨天中止）

ひなの節句にあわせて、厚狭商店街各店頭や民
家、空き店舗に雛人形が飾られます。3月11日
（土）11:00～14:00は道路を歩行者天国とし、寝
太郎太鼓、ねたろう保育園園児によるよさこい、
キッズダンス、ジャズバンドの演奏などのステージ
イベントや青空レストラン、地元物産販売などの路
上イベントで賑わいます。■入場料：無料

問い合わせ先/
厚狭駅前商店会事務局（山陽商工会議所内）
☎0826-73-2525
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3月4日（土）
水仙まつり
～しばざくらの苗を
一緒に植えよう！～ 

山陽
小野田

会場／縄地ヶ鼻公園
          山陽小野田市大字西高泊1646

時間／10:00～13:00（小雨決行）
　　　※雨天時は高泊コミュニティ体育館
しばざくら・クヌギの植栽ほか、俳句の表彰式・展
示、高泊小6年生による茶摘み踊り、キッズダンス＆
ゲーム（玉入れなど）、もちつきなども行います。ぜ
ひお越しください。

問い合わせ先/縄地ヶ鼻公園振興会
☎090-3178-8719

会場／萩往還梅林園
           萩市椿1125

萩

3月4日（土）、5日（日）
萩往還梅林園まつり

時間／10:00～16:00
期間中の土・日に萩往還梅林園にて、梅の開花時期
にあわせて開催されるイベントです。梅花の香り、
野鳥のさえずりに春の訪れを感じてみませんか。

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／防府市地域交流センター 
　　　アスピラート　1F　
　　　市民スペース
          防府市戎町1-1-28 笑顔満開通り

防府

3月3日（金）～5日（日）
フェスタ・アスピラート
2023（美術部門）　
「なんでも写真
コンテスト」
応募作品展示・投票

時間／9:00～17:00
今年のお題は「新しい日々」です。フェスタ・アス
ピラートの期間中、全応募作品を掲示し、来場者
投票と審査員票により、大賞作品を決定します。
みなさまのご来場・ご投票をお待ちしております。
■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/

時間／9:00～17:00

会場／萩・明倫学舎
          萩市大字江向602

3月4日（土）、5日（日）
萩・明倫学舎の
文化祭2023

萩

問い合わせ先／萩明倫学舎
☎0838-21-0304

3月4日の開館記念日に合わせ、感謝の気持ちを
込めて、「萩・明倫学舎の文化祭2023」を開催し
ます。3月4日（土）：藩校明倫館ガイド＆クイズラ
リー、よさこい、講演会・ギャラリートーク「幕末の
世界への誘い～小川忠文コレクション～」、歴史
パフォーマンス、学舎ぐるっとスタンプラリー（よ
さこいについては荒天時は中止）、3月5日（日）：
ちびっこストリートピアノ（申し込みは終了）、歴史
パフォーマンス、学舎ぐるっとスタンプラリー■料
金：無料（2号館は入館料300円）　

問い合わせ先／（一社）津和野町観光協会
☎0856-72-1771
□HP  https://tsuwano-kanko.net/

「源氏巻」をはじめ、あんこスイーツのお店がいっ
ぱいの津和野町。今回は、あんこを使った和菓子
やスイーツを出している店舗を巡る「あんこ旅」
を実施します。対象店舗であんこスイーツを購入
すると「あんこポイント」を獲得できます。ポイン
トの数に応じて津和野町観光協会でくじ引きをし
て景品をGET！また、全ての店舗を巡り「あんこ
ポイント」を獲得した方を「津和野あんバサダー」
に認定します。この春は山陰の小京都・津和野で
あんこを求めて旅をしてみませんか？また、3月
18日(土)にはJR津和野駅周辺で「春の観光フェ
スタin津和野」も開催されます。DLやまぐち号と
しまねっこもやってきますよ！

会場／津和野町内

津和野

3月4日（土）～4月28日（金） 
津和野あんこ旅
キャンペーン

山口市内も含む、全国の農家の知恵・工夫・人生
を、美しい映像と丁寧なインタビューで紡ぎ出す
ドキュメンタリー映画「百姓の百の声」の公開を記
念したトークイベントを行います。大兼久由美さん
（プロデューサー・撮影）、海地博志さん（本作出
演／山口市・コメ農家）、村田洋さん（本作出演／
山口市・秋川牧園）をお迎えし、「農」の世界につ
いてお話ししていただきます。■料金：無料※映
画鑑賞料金は別途必要（当日券のみ）：一般
1,400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1,000円■定員：
100人■チケット販売所：山口情報芸術センター 
スタジオC※上映開始15分前より販売開始

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

山口

3月4日（土）
「百姓の百の声」
公開記念
トークイベント 

時間／14:45～15:45　
　　　※12:30～14:40の映画上映後

会場／萩市内飲食店、萩市内各所

3月4日（土）～26日（日）
萩の桜ふぐ
キャンペーン

萩

問い合わせ先／萩市水産課
☎0838-25-4195 

インスタグラムで、萩市観光協会をフォローして、
桜ふぐの料理などの写真を撮り、♯桜ふぐ（♯
sakurafuguも可）と感想を付けて応募すると、
お刺身、唐揚げやお鍋で楽しめる「萩の桜ふぐ満
ぷくセット」（1万円相当）を抽選で5名様にプレゼ
ントします。[参加方法]①Instagramに登録②萩
市観光協会をフォロー③桜ふぐの料理などの写
真を撮り、♯桜ふぐ（♯sakurafuguも可）と感想
を付けて応募。■休館日：参加店舗により異なる。



0 6

2 0 2 3 . 3 _ M a r .

3月5日（日）
山陽小野田ふるさと
凧あげフェスティバル

山陽
小野田

会場／きららビーチ焼野
          山陽小野田市松浜612

時間／9:15～12:00頃（雨天中止）
凧あげを通じ、友好を深め、伝統文化を継承するこ
とを目的として開催します。開催は5年ぶり。ぜひお
越しください！ ■凧づくり教室（受付9:15～）、当日
受付、参加料：300円、定員：100人（先着順）※新
型コロナウイルス感染症対策のため、各自でマジッ
クとはさみを持参してください。■凧あげ競技（受
付9:15～、競技10:45～）子どもの部（小学生以
下 ）、一 般 の 部 、大 凧・連 凧 の 部（ 大 凧：
100cm×100cm以上、連凧：30枚以上）

問い合わせ先/
山陽小野田ふるさと凧あげフェスティバル
実行委員会事務局（山陽小野田市市民活動推進課）
☎0836-82-1134
□HP  https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
soshiki/12/takoage2023.html

3月5日（日）
第36回消防展山陽

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
          山陽小野田市中川6-4-1
時間／10:00～16:00
　　　（雨天時は屋外イベントは中止）
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：火災予防作品の
展示、火災予防作品受賞者の表彰式■屋外体験
コーナー：消防車・はしご車等の展示、消火体験、煙
体験ほか■料金：無料

問い合わせ先/小野田消防署
☎0836-83-2702

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/

 (C)プロダクション・エイシア ASIA Documentary 
 Productions, All rights reserved.

会場／防府市地域交流センター 
　　　アスピラート　
　　　1F市民スペース、
　　　3F音楽ホール
          防府市戎町1-1-28 笑顔満開通り

防府

3月5日（日）
フェスタ・アスピラート
2023（音楽部門）　
あなたも主役！
オン ザ ステージ

時間／10:00～
コーラスやバンド演奏、尺八に雅楽、フラダンスま
で！ 個性豊かな総勢34組がアスピラートを盛り上
げます。生だからこそ感じられる臨場感たっぷり
の迫力のステージをどうぞお楽しみください。■
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/

問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-2717

山口市民の皆様から応募いただいた作品を審査
し、入賞・入選作品を展示する、山口市美術展覧
会を開催します。■料金：無料

会場／山口市民会館
　　　小ホール・展示ホール 
          山口市中央2-5-1

山口

3月5日（日）～12日（日）
令和4年度
山口市美術展覧会

時間／10:00（初日は10:30～）～
　　　17:00（最終日は16:00）

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

山口市史跡・十朋亭ともゆかりの深い志士・久坂
玄瑞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「十朋亭と志士の湯吞」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

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112

山口

3月5日（日）
オリジナル紙芝居
「十朋亭と志士の湯呑」
初上演

時間／11:00～、13:00～（ほか随時）

出演は、平魚 泳（ウクレレ、ジャンベ、歌）、岡林立
哉（馬頭琴、ホーミー）、重松壮一郎（ピアノ）で
す。国内外で活躍する3人の旅するアーティスト
がお届けする、ジャンルも国境も越えた新しい〈自
然な音楽〉をお楽しみください。■料金：【前売り】
2,000円【当日券】2,500円（残席がある場合の
み販売）■定員：70人（先着）■申し込み方法：チ
ケット販売所にて購入■応募要件：未就学児入場
不可■チケット販売所：C・S赤れんが、山口情報芸
術センター、山口市民会館、サンパークあじす

会場／クリエイティブ・スペース
　　　赤れんが　ホールⅡ
          山口市中河原町5-12

山口

3月8日（水）
風の音楽家、きたる！
～早春の風ライブ～

時間／18:30～（開場18:00）
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問い合わせ先／クリエイティブ・スペース赤れんが
☎083-928-6666　
□HP  http://www.akarenga.justhpbs.jp/

会場／秋吉台国際芸術村研修室2
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

3月9日（木）
第10回秋吉台落語村

時間／18:30～19:30
気軽に落語を楽しむ桂竹千代の月一回の落語会。
■料金：一般1,000円、高校生以下500円フレン
ズネット会員は一般500円、高校生以下無料 

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

美祢

3月11日（土）～21日（火・祝）
芸術村アート
フェスティバル2023

芸術村の春の恒例行事「アートフェスティバル」。
美祢市を中心に、県内各地で活動する文化団体
による展示と舞台の発表を行うほか、子ども向け
のワークショップを実施します。【展示部門】
10:00～17:00（最終日は15:30まで）：秋吉台
国際芸術村ギャラリー、カフェ、ホワイエなどに、
生花、俳句、書など、たくさんの作品を展示しま
す。※いけばなは11日、12日のみの展示【舞台部
門】3月11日（土）10:30～14:30、3月12日
（日）10:00～16:00：秋吉台国際芸術村コン
サートホールでは、歌や舞踊、楽器演奏などの舞
台発表が行われます。■入場料：無料■参加料：無
料

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

美祢

3月11日（土）、12日（日）
芸術村アート
フェスティバル2023
子ども向け
ワークショップ
「ぬりえペーパー
クラフトを作ろう」

会場／秋吉台国際芸術村
　　　ギャラリー
          美祢市秋芳町秋吉50
時間／10:00～17:00
　　　（受付16:30まで）
芸術村の春の恒例行事「アートフェスティバル」。
美祢市を中心に、県内各地で活動する文化団体
による展示と舞台の発表を行うほか、子ども向け
のワークショップを実施します。講師 臼杵万理実
■入場料：無料■参加料：無料■定員40人（先着）
■参加対象：小学生以上

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

問い合わせ先／安野光雅美術館
☎0856-72-4155 

安野さんが「歌」をテーマに描いた作品を中心に
展示します。安野さんのはじめての詩画集となる
『雲の歌 風の曲』はエッセイストとしても活躍した
安野さんならではの詩がお楽しみいただけます。
『歌の風景』では、それぞれの歌がうまれた国で
の安野さんの思い出や、やわらかなタッチの風景
画がつづられた、情感あふれる一作です。第2展
示室では、『みちの辺の花』、『野の花と小人たち』
などの、安野さんが描いた「花」を展示します。豊
かな四季折々の花から、あたたかな世界をご堪能
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10日（金）～6月7日（水）
第1展示室
『歌の世界』展　 
第2展示室 
安野光雅が描く「花」

時間／9:00～17:00

3月11日（土）
萩・明倫学舎の文化祭
2023
謎解き×お化け屋敷
「狐にとらわれた少女
～廃校の暗闇に潜む影～」

萩

会場／萩・明倫学舎3号館2階
          萩市大字江向602

問い合わせ先／萩明倫学舎
☎0838-21-0304

萩市内の高校生が企画したイベント。謎解き×お
化け屋敷「狐にとらわれた少女～廃校の暗闇に潜
む影～」■料金：無料

時間／17:00～20:00

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

2021年度からスタートしたYCAMの研究開発プ
ロジェクト「食と倫理リサーチ」では、気候変動や
生態系への影響など、今日の「食」が抱える課題
を念頭に、災害、バイオテクノロジー、倫理、そし
て持続可能性の観点から「食」を捉え直してきま
した。その成果として、インドネシアで「食」を軸
に歴史、政治、人類学など多様なアプローチで活
動するバクダパン・フード・スタディ・グループとの
展覧会を開催。1940年代のインドネシアにおけ
る日本による食糧政策の歴史を探り、インスタ
レーションとして発表します。また、会期中には展
覧会に関連したトークイベントやワークショップも
多数開催。日常や命に密着した「食べる」という
行為を起点に、私たちが生きる時代や世界の姿を
見つめます。■料金：無料

会場／山口情報芸術センター
　　　スタジオB・2階ギャラリー
          山口市中園町7-7

山口

3月12日（日）～6月25日（日）
食と倫理リサーチ
展覧会

時間／10:00～20:00

防府

3月12日（日）
音楽セミナー
「ピアノを語る」
～鍵盤から紡ぐ
夢弦の響き～
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会場／防府市地域交流センター 
　　　アスピラート　2F　
　　　リハーサル室
          防府市戎町1-1-28 笑顔満開通り
時間／14:00（開場13:30）～
色々な楽器をクローズアップしているこのセミ
ナー。今回のテーマは身近な楽器「ピアノ」です。
演奏も交えながら、ピアノの魅力や奥深さについ
て友清祐子氏に語っていただきます。■ピアノと
お話：友清祐子（山口大学教育学部准教授）■入
場料：全席自由1,000円※当日300円高、財団会
員300円引■定員：100名（先着順。定員になり
次第締め切り）■プレイガイド：アスピラート、三友
サルビアホール（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（L
コード:63702）

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／防府市地域交流センター 
　　　アスピラート　1F　
　　　市民スペース
          防府市戎町1-1-28 笑顔満開通り

防府

3月15日（水）～26日（日）
フェスタ・アスピラート
2023（美術部門）　
「なんでも写真
コンテスト」受賞作展示

時間／9:00（15日のみ10:00）～
　　　17:00
今年の「なんでも写真コンテスト」（お題：新しい
日々）の大賞作品・優秀賞作品・特別賞作品を展
示します。受賞作品はアスピラート公式SNSでも
発信します。■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/

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

企画展の展示解説を展示担当者が行います。■
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助者は無料）

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

3月12日（日）
企画展ギャラリー
トーク（展示解説）

時間／13:30～14:30

©こうの史代・双葉社／「この世界の片隅に」製作委員会

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/cinema/

3月12日（日）から始まる展覧会「食と倫理」に関
連して「この世界の片隅に」を上映いたします。上
映後、インドネシアから来日する「食」を軸に歴
史、政治、人類学など多様なアプローチで活動す
るバクダパン・フード・スタディ・グループと「この
世界の片隅に」の片渕須直監督（オンラインで参
加）に対談していただきます。■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 スタジオC※上
映開始15分前より販売開始 

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

山口

3月12日（日）
展覧会「食と倫理」
関連上映
「この世界の片隅に」
トークイベント

時間／14:45～15:45
　　　※12:30～14:40の映画上映後

3月17日（金）～21日（火・祝）
山陽オートレース
本場開催

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）
時間／詳細はお問い合わせください。
山陽オートでは、3月17日（金）～21日（火・祝）に
「特別GI共同通信社杯プレミアムカップ」を開催！ 
山陽オート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

会場／萩博物館　企画展示室
          萩市堀内355

3月18日（土）～6月18日（日）
長州ファイブ
英国渡航160年記念
企画展
『古写真で見る幕末明治
海外渡航者編』

萩

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

幕末から明治にかけて、英国密航留学生「長州
ファイブ」をはじめ、多くの人々が海外へ渡りまし
た。海外渡航者たちは、西洋諸国で見聞を広め学
ぶことにより、日本の針路を定めるための大きな
ヒントを得たのです。本展では海外渡航者たちの
肖像写真を中心に、彼らが海外で出会った人々
や、彼らが目にした風景・建物なども紹介します。
■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：3月1日、8日、6月14日（水）～16日
（金）

時間／9:00～17:00（入館は16:30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

3月18日（土）～26日（日）
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）
鉄道模型（1/80サイズ）が、コンピューター制御
による走行とアナログ方式による走行の2つの運
転方式で走ります。昭和から平成時代に山陽本線
を走っていた往年の特急や急行列車などが走り
ます。石炭貨物列車などの編成も見られます。※
3月22日（水）はメンテナンスのため、運転はお
休みします。なお、車両のお持ち込みはできませ
んのでご了承ください。■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 

問い合わせ先／防府市青少年科学館ソラール
☎0835-26-5050　
□HP  http://www.solar-hofu.sakura.ne.jp

会場／萩・明倫学舎
          萩市江向602

3月18日（土）
萩ジオパークフェア
2023 

萩

問い合わせ先／萩市ジオパーク推進課
☎0838-21-7765 
□HP  https://hagi-geopark.jp/

「食と大地のつながり」に焦点をあて、美味しいも
のを食べながら、美味しい食材を育んだ大地に目
を向けるイベントです。■料金：無料

時間／10:00～16:00

3月18日（土）
青年の家
プラネタリウム
（ミノルタMS-10）
「ありがとう投映会
秋・冬編」 

山陽
小野田

会場／青年の家天文館
　　　（プラネタリウム）
          山陽小野田市大字埴生3229-12

時間／①10:30～　②13:30～
　　　※上映時間は各回1時間程度
令和4年度で青年の家天文館の利用を終了しま
す。プラネタリウムとして56年もの長きに渡り、多
くの人に感動を与えてくれたことに感謝を込めて
投映会（秋、冬の星座）を開催します。星のきらめき
宇宙の神秘を体感しませんか。投映会に参加され
た方にオリジナル缶バッジをプレゼントします！■
料金：無料■定員：①②先着各50人■申し込み方
法：電話（8:30～17:00）※代表者氏名、連絡先、
人数をお伝えください。■休館日：火・水曜、祝日は
除く

問い合わせ先／青年の家
☎0836-76-1688
□HP  https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
soshiki/53/tenmon.html

3月18日（土）
はぎマルシェ萩

問い合わせ先／はぎマルシェ実行委員会事務局
☎0838-25-4192
□HP  https://www.facebook.com/
%E3%81%Af%E3%81%8E%E3%83%9E%
E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%
A7-100385388098046/

農家さんおすすめの萩のおいしい季節野菜や加
工品などを直売します。※天候や新型コロナウイ
ルスの状況により、中止する場合があります。詳
しくはFacebookをご確認ください。■料金：無料
（萩市外からお越しの方は駐車場代310円が必
要です）

時間／11:00～14:00　※少雨決行

会場／中央公園（山縣有朋像周辺）
           萩市江向552-2

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836－54ー0551 
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

桜山の桜を幻想的にライトアップ！昼とは違う幻想
的な世界に癒されてみませんか。

時間／18:30～22:00
　　　※桜の開花状況により変更する
　　　　場合があります。

会場／ときわ公園内
　　　（東駐車場桜山周辺）
          宇部市大字沖宇部254

宇部

3月18日（土）～4月9日（日）
夜桜ライトアップ

山口

3月19日（日）、4月16日（日）
れきみん
ファミリーデー！ 

会場／山口市歴史民俗資料館
           山口市春日町5-1

時間／①10:00～12:00
　　　②13:00～15:00
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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　笑顔満開通り　
          ルルサス防府3階

防府

3月19日（日）
防府図書館
ビブリオバトル
観覧者募集

時間／10:30～11:30

本の紹介を聞いて、一番読んでみたくなった一冊
に投票してみませんか？ あなたの知らなかった面
白い本がきっと見つかります。事前申込不要でど
なたでも参加できますので、当日直接会場へお越
しください。■料金：無料 

問い合わせ先／三哲文庫 防府市立防府図書館
☎0835-22-0780
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

問い合わせ先／萩市水産課 
☎0838-25-4195　

身の色が美しく飴色で歯ごたえもあって美味し
く、「フグの女王」と呼ばれ、桜が咲く3月に旬を
迎えることから、今年から新たに「桜ふぐ」という
愛称をつけPRを始めた真ふぐが主役のグルメイ
ベントです。お祭りでは、お刺身やミガキ（有毒部
を除去したもの）、真ふぐ鍋（300円）、真ふぐの
握り寿司（600円）、炊き込みご飯（300円）など
が特価で登場します。真ふぐのお刺身無料試食
（先着100人）やガラポンくじなども行われます。
すべて天然産地・萩でその味の実力をお確かめく
ださい。■料金：無料

会場／山口県漁協越ヶ浜支店
　　　旧せり場
          山口県萩市椿東6446-5

3月19日（日）
萩の真ふぐ祭り萩

時間／10:00～13:00

問い合わせ先／山口市歴史民俗資料館
☎083-924-7001
□HP  http://yrekimin.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。3月のテーマは「竹細工」、4月のテーマは
「火打石・火きりぎね」です。■料金：無料■申し込
み方法：随時受付

会場／防府市立防府図書館
　　　研修室
           防府市栄町1-5-1　笑顔満開通り
　　　　ルルサス防府3階

防府

3月19日（日）、4月16日（日）
さんさんおはなし会

時間／14:30～15:00
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

問い合わせ先／三哲文庫 防府市立防府図書館
☎0835-22-0780 
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-37-2888
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

期間中、植物館では特別展示室に珍しいアジアの
植物 50点以上を展示するほか、大人気ヒスイカズ
ラのライトアップなどを開催。また、動物園において
もアジアに関連したパネル展示やガイド等も行うほ
か、植物館と動物園を巡るスタンプラリーや食のイ
ベントなど、ときわ公園全体でアジアを感じられる
春のイベント。ぜひお越しください！ ※休館日はとき
わ公園ウェブサイトでご確認ください。■入館料：
【植物館】一般 300円、70歳以上200円、高校生
以下無料【動物園】一般500円、70歳以上250円、
中学生以下200円、3歳未満無料

時間／イベントにより異なる

会場／ときわミュージアム
　　　「世界を旅する植物館」
          宇部市野中3-4-29
　　　ときわ動物園
          宇部市則貞3-4-1

宇部

3月21日（火・祝）～5月7日（日）
Feel！ 
Asia in Tokiwa 
～ときわでアジアを
感じよう～

会場／新山口駅北口駅前広場
　　　及び南北自由通路

山口

3月21日（火・祝）
えきの笑顔まつり

時間／7:30～15:00
新山口駅北口駅前広場のオープン5周年を祝うイ
ベントで、ゼロスタジオでは、7:30からラジオ放
送を行い、ステージパフォーマンス、マルシェなど
は10:00からスタートします。■入場料：無料

問い合わせ先／小郡がつながる・つなげるプロジェクト
実行委員会（株式会社エフエム山口）
☎083-923-2100 

会場／ときわ公園
          宇部市大字沖宇部254

宇部

3月19日（日）
TOKIWA
トレジャーハンター

時間／11:00～16:00
　　　（雨天時は3月26日に順延）

子どもを対象とした宝探しイベントです。園内を
めぐって宝を探しましょう。ゴールができた参加者
には、ハズレ無しのガラポン抽選会で素敵な景品
をプレゼントします！　受付は、園内のカッタ君ス
テージにて、11時から15時までです。■応募要
件：小学生以下（保護者同伴可）

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551 
□HP  https://www.tokiwapark.jp/
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会場／萩城跡指月公園
          萩市堀内1-1

3月下旬～4月上旬 
萩城跡
桜ライトアップ

萩

問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  https://www.hagishi.com/search/
detail.php?d=100049

萩城跡指月公園は、約600本のソメイヨシノが咲
き誇る桜の名所です。桜の開花である3月下旬～
4月上旬は、開花時期にあわせて夜桜のライト
アップが行われます。■入場料：大人・大学生・高校
生：220円、中学生・小学生：100円

時間／18:00～23:00

会場／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

問い合わせ先／山口市観光交流課
☎083-934-2810
□HP  http://yamaguchi-city.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2～3
週間程度の予定で、毎日行います。■入場料：無
料

3月21日（火・祝）
第31回
椿まつり in Ejio

山陽
小野田

会場／江汐公園管理棟・グリーン
　　　広場ほか
          山陽小野田市大字高畑401-1
時間／10:00～15:00
　　　（展示以外雨天時は中止）
江汐公園でひと足早い春の訪れを感じてみません
か。書道パフォーマンス、もち入り小袋配布各250
個（開会式後・12:00)、椿の展示・押し花展示、ス
テージイベント、しゃぼん玉ショー、各種バザー、苗
木の抽選会、園内散策（花と緑を語ろう会）、竹工
作、第2回防災デイキャンプなど、イベント盛りだく
さんです。■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

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

美祢

3月21日（火・祝）
うたって楽しもう！
0才からのコンサート

時間／11:00（開場10:30）～
　　　11:45 
『東京混声合唱団』が0才の赤ちゃんから入場で
きる特別なプログラムで魅せます。子どもたちに
大人気の曲を中心に、家族みんなで楽しむ合唱の
ステージです。出演　東京混声合唱団■料金：一
般（中学生以上）1,000円、小学生500円、未就
学児無料■チケット販売所：秋吉台国際芸術村、
ローソンチケット（Lコード：63672）

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

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

美祢

3月21日（火・祝）
東京混声合唱団
特別演奏会秋吉台公演

時間／14:00（開場13:30）～16:00
日本屈指の合唱団『東京混声合唱団』が秋吉台初
登場。「大地讃頌」を終曲に含む「土の歌」をメイ
ンに、日本人作曲家による合唱曲と世界の合唱の
変遷をお聞きいただきます。出演　東京混声合唱
団、大谷研二（指揮）、鈴木慎崇（ピアノ）■料金：
一般3,500円、ユース（25歳以下）1,000円　
※フレンズネット会員は2割引（秋吉台国際芸術
村のみ取り扱い）※未就学児のご入場はできませ
ん。無料託児あり（3/5までに要申し込み）■チ
ケット販売所：秋吉台国際芸術村、ローソンチケッ
ト（Lコード：63673）

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

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

令和4年度コンクールで優秀な成績をおさめた
方々が出演されます。山口ジュニアオーケストラ
の演奏もあります。今年は第50回を記念し、テ
ノール歌手・藤田卓也さんと、ソプラノ歌手・白川
深雪さんと共演します。■料金：無料

会場／山口市民会館大ホール
          山口市中央2-5-1

山口

3月21日（火・祝）
第50回
市民コンサート

時間／13:00～15:30
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防府

3月25日（土）～5月7日（日）
yab山口朝日放送開局
30周年記念＆
アスピラート開館
25周年記念特別企画
シルバニアファミリー
企画展
シルバニア村の
おいしい時間 in 山口

会場／防府市地域交流センター 
　　　アスピラート　2F
　　　展示ホール 
          防府市戎町1-1-28 笑顔満開通り
時間／10:00～17:00
　　　（入場は16:30まで）
世界中で愛されているシルバニアファミリーの世
界をたのしめる企画展が防府にやってきます！シ
ルバニアファミリーのやさしくてあたたかい、小さ
な世界を、あなたものぞいてみませんか？ ■入場
料：一般800円（前売700円）、【数量限定】グッズ
付きチケット1,800円（前売同額）、中学生以下無
料※障害者手帳をお持ちのかたならびに特別支
援学校に在学中の方とその付き添いの方は1名
まで無料（要証明）※財団会員100円引（グッズ
付は対象外）■前売券取扱：アスピラート、三友サ
ルビアホール（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（L
コード：63669）※前売券はすべて3月24日まで
の発売となります。■休館日：火曜

© EPOCH

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/event/
sylvanian_families/

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

美祢

3月25日（土）
第5回秋吉台映画村

時間／13:40（開場13:00）～
　　　16:05

気になる映画を定期的に紹介する秋吉台映画村
の第5回。マニィ大橋さんの解説付きで楽しめま
す。上映作品：コーダ あいのうた（2022年アカデ
ミー賞で作品賞含む3部門を受賞した人間ドラ
マ）日本語版/PG－12*12歳未満の方は保護者
の助言・指導が必要です※各回上映前トーク、ア
フタートークあり■料金：一般500円、フレンズ
ネット会員、高校生以下、障がい者手帳をお持ち
の方は無料■定員：100名（先着）

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
　　　研修室
           防府市栄町1-5-1　笑顔満開通り
　　　　ルルサス防府3階

防府

①3月23日（木）、
②4月20日（木）
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「レ
ナードの朝」②「歎異抄をひらく」■料金：無料■定
員：先着15人

問い合わせ先／三哲文庫 防府市立防府図書館
☎0835-22-0780
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

着物を着て桜咲く一の坂川沿いや竪小路のまち
歩きをしませんか。着物の着付け体験のほか、カ
メラマンによる撮影会や、着物交換会を開催しま
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）。レンタル・着
付け料金、申し込み方法、申し込み期限、休館日
は店舗により異なります。

会場／山口市大殿およびその周辺

山口

3月25日（土）～4月2日（日）
着物deおさんぽ

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

3月25日（土）～6月18日（日）
特集展示
「松林桂月と
その周辺」

萩

会場／萩博物館　人と自然の展示室
          萩市堀内355

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

没後60周年を迎える萩出身の画家・松林桂月の
生涯とその周辺の人々について、美術作品などを
通じて振り返ります。■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：6月14日（水）
～16日（金）

時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
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会場／藍場川（旧湯川家屋敷周辺）

4月3日（月）
流し雛萩

問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  https://www.hagishi.com/search/
detail.php?d=900010

「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、折
り紙製の手作りのお雛様を桟俵に乗せて藍場川
に流します。

時間／10:00～11:00

問い合わせ先／中心市街地活性化推進課
☎0836-8468　

3×3バスケットボール大会やキッチンカー・飲食店
の出店、宇部の魚料理が楽しめるイベント、GOGO
あそぼうCARなど、1日中家族揃って楽しめる内容
が盛りだくさんです。ぜひ、お越しください。

時間／11:00～15:00

会場／平和通り
　　　（シンボルロード）
          宇部市中央町

宇部

3月26日（日）
WAKUWAKU
マーケット

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

防府

4月1日（土）～7月9日（日）
開館25周年記念
特別展
「食品サンプル展
～さわって、撮って、
科学する！～」

時間／9:30～17:00
　　　（入館は16:30まで）

溢れるおいしく楽しい作品を、さわって、撮って、
楽しみながら堪能できる特別展です。また、防府
観光コンベンション協会協力のもと、特別に製作
した「はも料理」などの、本展でしか見ることので
きない防府の郷土料理の食品サンプルも展示し
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：
毎週月曜

日本伝統の技である、「目で味わう料理“食品サン
プル”」は、日常生活の中に、まるで空気のように
身近に存在しています。しかし、食品サンプルは、
誕生以来、知らず知らずのうちに進化し、製法や
原材料はもちろん、その使われ方も驚くほど進化
しています。本展は、食品サンプルの製法とその
進化、そして使われ方の変化や今後の可能性に
ついて、感じていただくことを目的に開催する、ソ
ラール開館25周年記念事業です。食品サンプル
メーカー株式会社いわさきの社内コンクール作品
を中心に、遊び心とユーモア、そしてリアリティに

問い合わせ先／防府市青少年科学館ソラール
☎0835-26-5050
□HP  http://solar-hofu.com/

会場／宇佐八幡宮
           防府市大字鈴屋840

防府

4月8日（土）、9日（日）
シャクナゲまつり

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。

問い合わせ先／宇佐八幡宮
☎0835-36-1154 

春の訪れを告げる山口市三大祭りのひとつ。普段
とはひと味違う湯田温泉に、ぜひお越しください。
会場は、井上公園、県道204号周辺と湯田自動車
学校などです。詳細は、ポスターやパンフレットを
ご覧いただくか、下の二次元コードの公式フェイ
スブックでご確認ください。●4/1（土）：【松明行
列】たくさんの子ぎつねが松明を持って湯田温泉
街を歩きます。幻想的な雰囲気に包まれる温泉街
は必見です。●4/2（日）：【白狐パレード】10時～
県道204号　音楽隊や維新の志士、花魁などの
仮装行列、笛や太鼓の奏者が練り歩く、華やかな
パレードです。●4/1（土）、4/2（日）：【白狐福引】
10時～何遠亭　1回300円。何が当たるかお楽
しみ。空くじなし。【ステージイベント】よさこい踊
り等が会場を盛り上げます。4/1（土）10時～17
時、4/2（日）10時～15時　場所井上公園、湯田
温泉自動車学校【キッチンカーフェスティバル】市
内外からキッチンカーがやってきます。■入場料：
無料

会場／井上公園、県道204号
　　　周辺と湯田自動車学校など

山口

①4月1日（土）、②2日（日）
湯田温泉白狐まつり

問い合わせ先／
白狐まつり実行委員会事務局
☎083-925-6843
（ラグタイム内）

時間／①10:00～20:00
　　　②10:00～15:00


