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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
吉開菜央 
Film＆
Dance

2月12日（日）

山陽小野田市
岩崎寺
所蔵仏像
一般公開

2月18日（土）

萩市

萩・椿まつり
2月11日（土・祝）～3月19日（日）

津和野町
太皷谷稲成神社　初午キャンペーン
3月1日（水）まで

山口市

テーマ展示
「中也の本棚
̶日本文学篇」

2月12日（日）まで

防府市

梅まつり
2月19日（日）～3月5日（日）
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宇部市

梅まつり
2月12日（日）

★その月の数字に変更、昨年からフロントコピーして持ってきた後必ず「最背面」にする。
　タイトルの黒い文字のバックへ！
★色は「ナナシマチカラー」の色を入力し直すと、全部色が変わる。
★その月の例えば1月だと表紙右上は「Jan.」にする
　1ページの右上は「2023.1_Jan.」と打ち替えると全ページ変わる。もし追加ページがあれば
　アピアランスの変形でコピー数を増やす。減ったら数を減らす。
　本文の右下にページ数が入る、01から追加したページまで。
★テキストと画像をざっくり並べて枠内に置いていく。
　大体置く事ができたら、例えば上中下の市のブロックをそれぞれグループし、均等配置する。
　縮めるのがむずかしいので、ページを増やした方が無難。
★本文のテキスト流し込みしたら全角空きスペースできる所があるのでそこは削除する。 ※但し（　）内の全角空きスペースはイキ
★本文の「！」と「？」の後に半角入る。流し込みして、もしすごく間が空く場合、
　半角スペース削除し文字間のカーニングで広げバランス良くする。
★「00か所」→「00カ所」表記にする
★「■お申込み期限：0000、■お申込み開始日：0000」は赤色にする。
★0か所→0カ所にする
☆校了後は、イラレ（CCでそのままアウトラインせずに保存）+画像一式と、別名保存でPDF作成したものを送る
※紙面のオビと右上の文字は変形コピー（移動230mm）してあります。
　アートボードが余った場合は、アピアランスの変形コピーの個数を調整する。
※PDFについて、イラレを別名保存→Adobe PDF（アートボードごとにチェック入れる）→
　Adobe PDFプリセットは 200dpi→PDFを保存したらweb用になる（約 2MB以内）
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問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-2717

第12回やまぐち新進アーティスト大賞の最終選
考にノミネートされたアーティストの作品を展示し
ます。■料金：無料

山口

2月5日（日）まで 
第12回やまぐち新進
アーティスト大賞
ノミネート作品展

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

時間／10:00～17:00
　　　（最終日は15:00まで）

2月7日（火）まで
ふるさと文化遺産
登録記念・歴史民俗
資料館開館40周年記念
企画展「窯のまち」

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
山陽小野田市は、古墳時代から現在に至るまで
「窯（窯業）」と深い関わりのある「まち」です。恵
まれた豊富な資源などにより須恵器・セメント・硫酸
瓶などの生産が盛んになりました。現在は、窯によ
り発展した歴史を伝承しつつ、ガラス文化を発信
し続けています。この企画展では、令和4年3月に
登録した、市ふるさと文化遺産「窯のまち」を記念
し、山陽小野田市の歴史を「窯」という視点で紹介
しています。■入館料：無料

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/

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

山口

2月12日（日）まで
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（11月～4月）

2月19日（日）まで
JR厚狭駅前
クリスマス
イルミネーション

山陽
小野田

会場／JR厚狭駅在来線口・新幹線口
          山陽小野田市大字厚狭8-3

時間／17:00～24:00
2010年の厚狭川豪雨災害からの復興を願って
始まったイルミネーションプロジェクトです。13万
球の電球がJR厚狭駅を彩ります。ぜひお越しく
ださい。■料金：無料 

問い合わせ先/山陽商工会議所
☎0836-73-2525
□HP  https://sanyocci.sakura.ne.jp/

山口市内の小学5・6年生より募集した、2023年
の抱負など新年を漢字一字で表現した書の入賞
作品100点を展示します。■入館料：大人100
円、小人：50円■休館日：火曜（祝日の場合は開
館、翌平日振替休館）

会場／山口市菜香亭大広間展示室
          山口市天花1-2-7

山口

2月27日（月）まで
2023年を
漢字一字で表す
書道展

時間／9:00～17:00

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

問い合わせ先／津和野町観光協会
☎0856-72-1771 
□HP  https://tsuwano-kanko.net/info/
hatsuuma2023/

2月5日（日）は、「太皷谷稲成神社」にて初午大
祭が執り行われます。初午とは伏見に稲荷神がご
鎮座された日であり、この日はお稲荷様を祀る全
国の社寺で祭礼が行われます。この冬、初午にス
ポットを当てた、初午食の提供やコラボ御朱印な
ど各種初午キャンペーンを展開しています。

会場／太皷谷稲成神社など

津和野

3月1日（水）まで
太皷谷稲成神社
初午キャンペーン
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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■休館日：火
曜

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」

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。天体観望にぴったりな冬の時期に開催する天
文テーマの企画展です。■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! 参加方
法：展示室入口でワークシートとバインダー、鉛筆
を受け取る■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■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

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
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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）

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

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

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助
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/

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/

問い合わせ先／森鷗外記念館
☎0856-72-3210

2022年9月より、鷗外没後100年を記念して開
催中の特別展「鷗外～その墨跡・遺愛の品々～」。
後期展示の始まった1月17日（火）からは、展示
資料を一部入れ替え公開しています。鷗外が晩年
に愛用した外套や、二葉亭四迷を追悼する自筆原
稿等、数々の貴重な資料を展示しています。■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）

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

4月9日（日）まで
鷗外～その墨跡・
遺愛の品々～

時間／9:00～17:00

問い合わせ先／山頭火ふるさと館
☎0835-28-3107
□HP  https://hofu-santoka.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

4月9日（日）まで 
企画展「防府市内
山頭火顕彰の歴史」

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（火曜日が祝日の場合は翌平
日）
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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、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/

会場／防府天満宮
           防府市松崎町14-1

防府

2月2日（木）、3日（金）
第112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/

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

2月3日（金）～4月3日（月）
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

2月3日（金）～4月3日（月）
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

2月4日（土）～4月9日（日）
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/

防府

2月5日（日）
坪内知佳講演会
「君もファースト
ペンギンになろう」

会場／三友サルビアホール
　　　（防府市公会堂）
          防府市緑町1-9-1
時間／14:00～（開場13:00）
衰退の一途を辿っていた萩市の漁業の現場に飛
び込み革命を起こした坪内知佳。彼女と漁師たち
との奮闘の軌跡はテレビドラマ化もされ話題とな
りました。漁業とは無縁だった彼女がどのようにし
て状況を打開していったのか。困難をチャンスに
変える突破力を語ります。■入場料：全席指定　
一般2,000円（当日500円高、財団会員無料招
待・要招待券）※未就学児入場不可■チケット販
売所：アスピラート、三友サルビアホール（防府市
公会堂）、周南市文化会館、山口情報芸術セン
ター、チケットぴあ（Pコード:649-467）、ローソ
ンチケット（Lコード:63643）※招待券の発行は
アスピラート、三友サルビアホールのみ

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/
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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9日（木）～13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

居蔵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」、和紙人形、絵
手紙、手作り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

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

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
ンターにお持ちいただいた方に、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

2月11日（土・祝）～
3月31日（金）
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/

会場／笠山椿群生林

2月11日（土・祝）～3月19日（日）
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

会場／萩往還梅林園
           萩市椿1125

萩

2月11日（土・祝）～3月5日（日）
萩往還梅林園まつり

時間／10:00～16:00
期間中の土・日・祝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

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/ 

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。同時開催の「第6回手作りフェス
タinお針祭り（10：00～15：00）」では、手作り作
品の販売等を行います。

時間／9:30～15:00

会場／防府天満宮
           防府市松崎町14-1

防府

2月12日（日）
第46回 防府お針祭り

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551
篠澤酒舗
☎0836-21-2121
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

こだわり銘梅酒の試飲会・即売会、梅をモチーフと
したワークショップ・雑貨販売やキッチンカー出店
など。■梅酒の試飲会：前売りチケット500円（当日
券700円）※篠澤酒舗でのみ販売■ワークショッ
プ：350円～

時間／10:00～16:00

会場／ときわ湖水ホール
          宇部市大字沖宇部254

宇部

2月12日（日）
梅まつり
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2月18日（土）

会場／岩崎寺
          山陽小野田市大字有帆2289
時間／9:00～16:00
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。■入場料：無料

問い合わせ先/山陽小野田市社会教育課
☎0836-82-1205

岩崎寺所蔵仏像
一般公開

がん  き   じ
山陽
小野田

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

2月12日（日）
吉開菜央 
Film＆Dance

時間／14:00～（開場13:30）
　　　16:00（予定）
映画作家・ダンサーとして活躍する吉開菜央の初
長編監督作品「shari」の上映とあわせ、打楽器
奏者松本一哉との共演で音と身体を使った即興
パフォーマンスを披露。作品を共に「体感」する舞
台公演。出演/吉開菜央（映画作家・ダンサー）、松
本一哉（音楽家・サウンドアーティスト）■一般
2,000円、ユース（25歳以下）1,000円※未就
学児のご入場はできません。

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

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』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

山口

2月15日（水）～
2024年2月12日（月・祝）
テーマ展示　
詩集『山羊の歌』

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/

2月17日（金）～3月28日（火）
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」：2月18日（土）
「長府藩領山野井村」、3月4日（土）「大田家と酒
造業」両日ともに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/

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

①2月17日（金）
②3月23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「恋
におちたシェイクスピア」②「レナードの朝」■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/

会場／防府市まちの駅うめてらす
           防府市松崎町1-20

防府

2月18日（土）～3月5日（日）
第2回 
立市ひな散歩

時間／10:00～16:00



0 7

2 0 2 3 . 2 _ F e b

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）

2月18日（土）、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

防府

2月19日（日）～3月5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
□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／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。2月のテーマは「炭火アイロン」、3月のテー
マは「竹細工」です。■料金：無料■申し込み方
法：随時受付

山口

2月19日（日）、3月19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

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
（おごおり地域づくり協議会）
☎083-976-8588

小郡中学校と山口県警察本部が連携して作成し
た交通安全の啓発用VR動画の体験、SDGｓかる
た体験、小郡中吹奏楽部や山口県警察音楽隊の
演奏、バザーなどを行います。■料金：無料※入場
制限する場合有り

山口

2月19日（日）
小郡つながり
ふれあいフェア

会場／小郡地域交流センター
           山口市小郡下郷609-1

時間／10:00～15:00

2月19日（日）、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
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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　笑顔満開通り
　　　　ルルサス防府3階

防府

2月19日（日）、3月19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/

2月19日（日）～21日（火）
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2月19日（日）から21日（火）まで本
場ナイターを開催します。夜の冷えた走路を明るく
照らし、より迫力あるレースをお届けします。最終日
の優勝戦は20時40分発走予定。仕事終わりでも
爽快なバトルを楽しむことができますので、ぜひ遊
びにきてください。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
等の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

山口市内でこれまで行われてきた地域の劇団の
チラシ・ポスター展です。■料金：無料

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

山口

2月23日（木・祝）～26日（日）
演劇チラシ・ポスター
展示会

時間／9:00～17:00

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/

「飛ぶ劇場」代表、劇作家、演出家の泊篤志氏に
よる講演会です。■料金：500円■定員：先着70
人（要事前申し込み）■申し込み方法：電話■応募
要件：一般（未就学児入場不可）■休館日：月曜
（休日の場合は翌平日） 

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

山口

2月23日（木・祝）
泊篤志講演会

時間／13:00～15:00

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
　　　コンサートホール
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

2月23日（木・祝）
第9回秋吉台落語村

時間／13:30（開場13:00）～
　　　14:30（予定）
気軽に落語に楽しむ落語村。昨年度の文化庁芸
術祭で新人賞を受賞した桂竹千代を迎えて月1
回の落語会を開催しています。■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/

会場／防府市消防本部
           防府市佐波2-11-25

防府

2月25日（土）
消防フェア

時間／10:00～15:00
消防業務の紹介と火災予防運動を目的とした消防
フェアを2月25日（土）に開催します。（荒天時及び
災害発生時は変更有）【内容】はしご車体験搭乗、
救助体験など■料金：無料■定員：はしご車体験搭
乗はそれぞれ先着順にて午前・午後各20組。詳細
は後日HPにてお知らせします。

問い合わせ先／防府市消防本部消防総務課
☎0835-23-9901
□HP  https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
soshiki/32/
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山口市内の社会人劇団2団体による演劇公演で
す。■ユニット・ピコ公演：25日13:30～、17:30
～、26日12:30～、16:30～■劇団シバイヌ公
演：25日15:00～、19:00～、26日14:00～、
18:00～■料金：1公演1,500円（高校生以下
1,000円）■チケット販売所：クリエイティブ・ス
ペース赤れんが、山口市民会館、山口情報芸術セ
ンター■休館日：月曜（休日の場合は翌平日）

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

山口

2月25日（土）、26日（日）
ユニット・ピコ
演劇公演
「演劇に関する演劇
上・下」
劇団シバイヌ
演劇公演
「鳴り渡る空は何色」

時間／内容によって異なる

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／三友サルビアホール
　　　（防府市公会堂）
          防府市緑町1-9-1

防府

2月25日（土）
はやしべさとし　
三十歳の旅立ち　
～叙情歌を道づれに～
防府編

時間／15:00～（開場14:30）
口ずさめば目に浮かぶ風景。耳にすれば想い出す
あの日々。日本には聴くものの琴線にふれる名曲
が数多くあります。そんな歌い継いでゆきたい日
本の美しい調べをはやしべさとしがお届けしま
す。■入場料：全席指定6,600円（当日同額、財団
会員割引なし）※未就学児入場不可■チケット販
売所：アスピラート、三友サルビアホール（防府市
公会堂）、チケットぴあ（Ｐコード：228-956）、
ローソンチケット（Ｌコード：61397）、イープラス
（https：//eplus.jp/）

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／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

遊園地の乗り物が1,000円で乗り放題。パスポート
の販売時間は、10:00～15:00です。

時間／10:00～17:00

会場／ときわ遊園地
          宇部市則貞3-4-1

宇部

2月26日（日）
ぶちのりパスポート

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

展示担当学芸員による講座を行います。■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）■定員：先着20
人■申し込み方法：前日までに電話またはメール
で受付■応募要件：中学生以上■申し込み期限：2
月25日（土）■休館日：月曜（休日の場合は翌平
日）

会場／山口市歴史民俗資料館
　　　2階学習室
          山口市春日町5-1

山口

2月26日（日）
企画展関連講座
「山口市沿岸部
における
土地利用の変遷」 

時間／13:30～14:30

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まで）

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

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まで、歴史のお話を楽
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）
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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

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

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

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

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二つの運
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。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。※3月22日（水）はメンテナンスのため、
運転はお休みします。■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。萩ジオパークエリア内の
食材を使ったおでん、スタンプラリー、縁日あそ
びなど、たくさんの企画を用意しています。多くの
ご来場をお待ちしております。■料金：無料（ブー
スによっては別途料金が必要なものがあります）
※自家用車で来場の場合は、駐車場代310円が
必要です。

時間／10:00～16:00

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／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

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①と②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1日（水）～2月27日（月）（※バト
ラー）■休館日：火曜
問い合わせ先／三哲文庫 防府市立防府図書館
☎0835-22-0780
FAX0835-22-9916
　info@library.hofu.yamaguchi.jp
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/


