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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
第18回大正洞桜まつり
4月3日（日）

山陽小野田市
第53回
江汐公園
つつじ祭り

4月17日（日）

萩市

流し雛
4月3日（日）

津和野町

流鏑馬神事
4月3日（日）

山口市

湯田温泉白狐まつり
4月2日（土）、3日（日）

防府市

防府天満宮
大石段
花回廊

4月15日（金）～5月8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

ときわ公園 夜桜ライトアップ 
4月上旬まで
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会場／ときわ公園桜山周辺

宇部

4月上旬まで
ときわ公園　
夜桜ライトアップ

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

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

会場／山口市後河原

山口

4月上旬まで
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/

会場／山口市大殿およびその周辺
山口

4月3日（日）まで
着物deおさんぽ

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・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／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

美祢

4月上旬まで
さくらWeek

桜のライトアップ及び竹灯籠の展示等を行います。

問い合わせ先／みね桜まつり実行委員会事務局
☎0837-52-0434

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

4月3日（日）まで
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

4月3日（日）まで
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

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：4月1日（金）

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
時間／10:00～16:00

山口

4月2日（土）まで
人力車　
一の坂川花見運行
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会場／毛利博物館 
           防府市多々良1-15-1 

防府

4月10日（日）まで
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  https://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/

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

時間／9:00～17:00

問い合わせ先／宇部市地域ブランド推進課
☎0836-34-8372

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!

宇部

5月8日（日)まで
まちじゅう
エヴァンゲリオン
「まちじゅうグルメフェア」

宇部

5月8日（日）まで
プリザーブド
フラワー展

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

会場／ときわミュージアム
　　　イベントホール
時間／9:30～17:00
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。限定グッズ
ショップも同時開催します。詳細はHPをご覧くだ
さい。■料金：200円（1人）■休館日：火曜

宇部

5月8日（日）まで
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」

問い合わせ先／宇部市文化振興課
☎0836-51-7282

時間／10:00～16:00
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（4月5
日は開館）

宇部

4月10日（日）まで
はじまりのかたち
柳原義達・向井良吉・
澄川喜一彫刻展

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

プリザーブドフラワーを使ったハーバリウムやドレ
スをエヴァンゲリオンのフィギュアとともに展示し
ています。■料金：無料（入館料は別途必要）■休
館日：火曜

問い合わせ先／
ときわミュージアム　ときわ公園課　世界を旅する植物館係
☎0836-37-2888
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

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



0 3

2 0 2 2 . 4 _ A p r .

問い合わせ先／宇部市ときわ公園課
☎0836-54-0551

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! ■休館日：火曜

宇部

5月8日（日）まで
海洋堂
ネイチャーワールドin
ときわ公園

会場／アスピラート
　　　2階　展示ホール
           防府市戎町1-1-28

防府

5月8日（日）まで
企画展
「中村佑介展」 

時間／10:00～17:00
　　　（9:45開場、入場は16:30まで）
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800円
（750円）、グッズ付き1,100円（1,050円）、学
生500円（450円）、グッズ付き800円（750
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：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　アスピラート
☎0835-26-5151
□HP  http://aspirante-hofu.com/

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：5月3日（火・祝）
「農学校について」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／山口市小郡文化資料館 
          山口市小郡下郷609-3 

山口

5月22日（日）まで 
企画展
「山頭火と小郡農学校」

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

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

5月30日（月）まで 
企画展
「菜香亭に集いし人の花押」

時間／9:00～17:00

問い合わせ先／津和野町郷土館
☎0856-72-0300

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）

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6日（月）まで
郷土館
新収蔵品展

時間／8:30～17:00

問い合わせ先／安野光雅美術館
☎0856-72-4155

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）

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

6月8日（水）まで
人々の暮らしの
詰まった
「旅の絵本」展
第1期

時間／9:00～17:00
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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／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

6月19日（日）まで 
萩 特集展示
「川上地域の
山樵用具」

阿武川歴史民俗資料館に収蔵された萩市川上地
域の山仕事道具を紹介します。阿武川ダム建設に
伴って水没した地域の暮らしの一部を民俗資料か
ら振り返ります。■料金：大人520（410）円、高校・

時間／9:00～17:00

会場／萩・明倫学舎
           萩市大字江向602

11月27日（日）まで 
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」

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。■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/

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/

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

8月28日（日）まで
企画展
「山頭火と衣食住」

時間／10:00～18:00

会場／萩博物館
           萩市堀内355

6月19日（日）まで
萩 特別展「百年の布～
美しき襤褸の世界～」

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。【ギャ
ラリートーク】4月16日（土）、4月29日（金・祝）、
5月22日（日）、6月11日（土）各日14:00～、先
着15人■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／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

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

4月1日（金）～6月7日（火）
常設展示特設コーナー
「10分でわかる
山陽小野田市の歴史」 

山陽
小野田

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、
宮沢賢治、佐藤春夫などを愛読し、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

会場／中原中也記念館
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

2023年2月12日（日）まで
テーマ展示
「中也の本棚
̶日本文学篇」

時間／9:00～17:00（11月～4月）
　　　9：00～18：00（5月～10月）
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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

4月1日（金）～7月10日（日）
特別展
「ぐるぐるミュージアム
～まわる、うごく!
歯車のチカラ★～」

時間／9:30～17:00
　　　（入館は16:30まで）

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

醤油醸造業を営み、維新の志士たちを支援した豪
商・萬代家の6代目当主・利七の生涯を、伊藤博文
たちとの交友をふまえながら紹介します。【展示資
料例】「伊藤博文・井上馨寄書大杓子」「沙汰書（小
隊鼓手御雇に付褒美）」「山口町会議員選挙当選
通知書」「山口電燈株式会社株主総会決議録」■
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）

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

4月1日（金）～7月4日（月）
企画展
「伊藤博文から
大杓子を贈られた男
萬代利七、幕末明治を
駆け抜ける!」

時間／9:00～17:00

問い合わせ先／日原歴史民俗資料館
☎0856-74-0933

日原歴史民俗資料館は、民俗学者大庭良美氏によ
る資料収集・調査・研究の成果をもとに、昭和56年
に開館しました。開館から約40年、町民のみなさま
のご協力によって収蔵品も増加し、多くの民具や生
活用具をご紹介してきましたが、このたび展示ス
ペースを整理し、よりわかりやすく昔の暮らしや地
域の歴史を紹介するため、展示のリニューアルを
行いました。この機会にぜひご来館いただき、懐か
しい道具類などをご覧ください。■入館料：一般
200円、中学生100円、小学生50円※4月～11月
の土・日・祝日のみ開館

会場／日原歴史民俗資料館
　　　島根県鹿足郡津和野町枕瀬218-1

津和野

4月2日（土）
日原歴史民俗資料館
リニューアルオープン

時間／9:00～16:30

山陽小野田市の歴史や文化財の特徴を短時間で
学べるよう、コンパクトにまとめた展示です。わかり
やすくテーマごとにコーナーをわけ、どのコーナー
からでも、興味あるコーナーだけでも観覧できま
す。この展示会を機会に、山陽小野田市の歴史や
文化に触れてみませんか。※開館時間は新型コロ
ナウイルス感染症拡大状況により会期中でも変更
に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

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/

「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

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

山口

①4月2日（土）、②3日（日）
湯田温泉白狐まつり

時間／①10:00～20:00
　　　②10:00～15:30

問い合わせ先／おいでマルシェ実行委員会
☎090-2312-0055

毎月第1日曜日、活気あふれるファーマーズマー
ケット「おいでマルシェ」を開催しています。山口
の豊かな自然の中で愛情込めて育てた鮮度抜群
の有機野菜をはじめ、それぞれの季節の花や加
工食品などたくさんの産品を販売しています。山
口の日々頑張る生産者の皆さんが自ら販売し、一
般のマーケットではなかなか出会えない新鮮な食
材や商品が並びます。生産者ならではの美味しい
食べ方や旬な食材を、気軽に楽しく教えていただ
けます。■入場料：無料

会場／山口市中央公園
          山口市中園町7 

山口

4月3日（日）
おいでマルシェ

時間／9:00～15:00

会場／竜王山公園山頂ステージ
          山陽小野田市大字小野田番屋岳1261
時間／10:00～12:00（雨天時は中止）

4月3日（日）
竜王山さくらまつり

約1万本の桜が山全体を淡いピンクに染めます。■
内容：竜王太鼓、HIP HOPダンス、児童・園児による
パフォーマンス、カラオケ、式典、さくら餅3個パッ
クを配布（小学生以上）

山陽
小野田
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問い合わせ先／ときわ動物園
☎0836-21-3541

会場／ときわ動物園
　　　（動物園入口集合）
時間／①9:35～10:20
　　　②13:00～13:45
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。■料金：無料（入園料は別
途必要）■定員：10人（当日先着）

宇部

①4月10日（日）、②24日（日）
ときわ動物園
園長とさんぽ

問い合わせ先／竜王山公園協賛会（南支所内）
☎0836-88-0151

会場／宇佐八幡宮
           防府市大字鈴屋840

防府

4月9日（土）、10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。■料金：
無料

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

会場／秋吉台エコ・ミュージアム前
          美祢市美東町赤2368-1

美祢

4月3日（日）
第18回
大正洞桜まつり

時間／10:00～15:00
化石採集体験や移動動物園（秋吉台サファリラン
ド）、桜マーケット・バザー（ごぼう寿司、焼き鳥、アッ
プルパイ等）等のイベントを開催します

問い合わせ先／秋吉台エコ・ミュージアム
☎08396-2-0605

時間／10:00～

会場／藍場川
　　　（旧湯川家屋敷周辺）

4月3日（日）
萩 流し雛

「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

日本に現存する流鏑馬の馬場としては最古の姿を
残す、鷲原八幡宮で行われる勇壮な儀です。まず、
古式ゆかしく勇ましい衣装を身にまとい、射手が馬
場に登場。武具は馬と弓を同時に扱えるよう、機能
的かつ丈夫に作られており、機敏な動作を可能とし
ています。その後ろには様々な役割を持つものが、
それぞれ鎌倉時代の衣装を身につけて練り歩き、
見るものを時代絵巻の世界へと誘います。

会場／鷲原八幡宮
　　　島根県鹿足郡津和野町鷲原イ632-2

津和野

4月3日（日）
流鏑馬神事

時間／①11:00～
　　　②14:00～

問い合わせ先／津和野町観光協会
☎0856-72-1771

問い合わせ先／
ときわミュージアム　ときわ公園課　世界を旅する植物館係
☎0836-37-2888
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

会場／世界を旅する植物館
          宇部市野中3-4-29

時間／9:30～17:00
　　　（入館は16:30まで）
世界を旅する植物館内や周辺で、さまざまなバラ
を展示しています。詳細はHPをご覧ください。■
料金：無料（入館料は別途必要）■休館日：火曜

宇部

4月8日（金）～5月29日（日）
バラ展
～Rose journey～
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山口

4月16日（土）～5月22日（日）
新収蔵資料展
令和元年度～
令和3年度

令和元年度から令和3年度までに新たに収蔵した
資料を展示して紹介します。■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）
■燻蒸期間休館：4月18日（月）～4月24日（日）

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

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）

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。
4月17日（日）火打石・火きりぎね、5月15日（日）昔
のミシン■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://yrekimin.jp/

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

4月17日（日）、5月15日（日）
れきみん
ファミリーデー! 

時間／①10:00～12:00
　　　②13:00～15:00

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／10:00～16:50

4月13日（木）～17日（日）
山陽オートレース本場開催
開場57周年記念
当たるんですpresents
GⅠ第３回令和グランド
チャンピオンカップ

山陽オートでは、4月13日（水）～17日（日）に「開
場57周年記念 当たるんですpresents GⅠ第3回
令和グランドチャンピオンカップ」を開催! 令和4年
度最初のGⅠ開催で、全国からトップ選手が集結し、
熱いバトルが開催されます。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

山陽
小野田

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

時間／10:00～（9:45開場）

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

①4月15日（金）
②5月19日（木）
月いちキネマ

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
「機関車先生」②「日本沈没」■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/

会場／防府天満宮
           防府市松崎町14-1

防府

4月15日（金）～5月8日（日）
防府天満宮大石段
花回廊

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、5月8日の午前中まで防府天満宮
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  https://www.hofutenmangu.or.jp/

会場／江汐公園
          山陽小野田市大字高畑字西山根401-1
時間／10:00～13:00（小雨決行）

4月17日（日）
第53回江汐公園
つつじ祭り 

山陽
小野田

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

4月16日（土）
萩 はぎマルシェ

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。※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

▲ Facebook ▲ Instagram
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時間／9:00～17:00

会場／萩市大井公民館
           萩市大井1404 

4月23日（土）～5月22日（日）
萩 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―

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3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

問い合わせ先／萩市商工観光部文化財保護課
☎0838-25-3654

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

4月17日（日）、5月15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/

会場／きらら交流館
          山陽小野田市小野田584-9（焼野海岸）
時間／10:00～14:00
　　　（雨天時は1階ロビー）

4月24日（日）
きららマルシェ

野村農園をはじめ、約10店舗による野菜や雑貨・
菓子類・ジビエ料理などを販売します（なくなり次
第終了）。

山陽
小野田

問い合わせ先／きらら交流館
☎0836-88-0200
□HP  https://www.kirara-k.jp

会場／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

4月23日（土）
レジデンス・フェロー
交流プログラム
ポール・オマージュ＆
竹内佑未 作品上映会

時間／14:00～15:00
フランスを拠点に映像作品を制作しているアー
ティストユニットの作品を上映します。また、事前に
実施したワークショップで地元中学生とともに
「夢」や「記憶」をもとに制作した映像作品の完成
披露上映も合わせて行います。■料金：無料■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/

江汐公園の最大の特徴でもある、市の花に指定さ
れたツツジを楽しめます。■内容：①Ejioスタンプラ
リー／チェックポイントで市内の銘菓がもらえます。
全てのポイントを回った人には、お餅と花の苗をプ
レゼント! 定員：先着300人、参加料：無料、②自然散
策ツアー／自然観察指導員のガイドで園内を散策
します。参加者には、つつじの苗木とお餅をプレゼ
ント! 定員：先着30人③江汐公園スケッチ大会／令
和3年度の1～6年生を対象に、四つ切画用紙に、
つつじの絵を描いた作品を募集しています。期間
内に江汐公園管理棟に提出してください。応募者
には、江汐公園の売店で使えるソフトクリームチ
ケットを進呈します。提出期限：4月11日（月）
問い合わせ先／江汐公園管理棟
☎0836-83-5378

会場／防府駅みなとぐち
　　　であいの広場

防府

4月23日（土）、24日（日）
第41回
防府市緑花祭

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

会場／毛利博物館
           防府市多々良1丁目15-1 

防府

4月23日（土）～5月29日（日）
毛利博物館企画展
「大江広元―鎌倉殿を
支えた毛利氏の祖―」

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）
毛利家の祖は、鎌倉幕府の草創期に源頼朝を支
え、北条氏に終始協力した大江広元でした。大江
氏ゆかりの品々から、祖先広元を毛利氏がどうと
らえたか、その具体像を探ります。■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/
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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

会場／山口市吉田キャンパス
          山口市吉田1677-1

山口

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

時間／13:00～14:00

中原中也の生誕祭。詩の朗読を好んだ中也にちな
んで、屋外での一般参加の朗読会、ゲストによる音
楽コンサートを行います。当日は入館無料。■入館
料：無料■申し込み方法：朗読希望の方は電話また
はHPで受付（先着順）■申し込み開始日：4月1日
（金）

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
　　　（雨天時はユウベルホテル松政）
          山口市湯田温泉1-11-21

山口

4月29日（金・祝）
中原中也生誕祭
「空の下の朗読会」

時間／12:30～14:30

第27回中原中也賞贈呈式を行います。また、歌
人の小島ゆかり氏による「詩歌の魅力」と題した
記念講演を行います。※新型コロナウイルス感染
防止のため、混雑状況によっては入場をお断りす
る場合があります。■入館料：無料

問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-2717
□HP  https://www.city.yamaguchi.lg.jp/
soshiki/23/

会場／湯田温泉ユウベルホテル松政
          山口市湯田温泉3-5-8

山口

4月29日（金・祝）
中原中也賞贈呈式 

時間／贈呈式：15:30～16:10、
　　　記念講演：16:50～17:50

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

5月1日（日）
おいでマルシェ

時間／9:00～15:00

会場／防府市奈美中央橋

防府

5月3日（火・祝）～5日（木・祝）
佐波川こいながし

こいのぼりが佐波川の水中を泳ぐ、爽快な風景が
楽しめます。河川敷では、こいのぼりを手に走っ
て泳がす「こいのぼりの舞」が体験できます。■
料金：無料

問い合わせ先／佐波川こいながし実行委員会（田頭）
☎090-2004-8194

会場／JR防府駅周辺～防府天満宮

防府

4月29日（金・祝）
2022
春の幸せますフェスタ

時間／10:00～15:00
今年の「春の幸せますフェスタ」は、防府駅周辺
から防府天満宮までの間でさまざまなイベントを
開催しています。「時代絵巻パレード」に始まり、
「まおだむ」さんや「七星めろん」さんを招いての
「大正ロマンパレード」、「おんなみこし」は圧巻！
ルルサスではダンスなどのステージイベントや警
察・自衛隊・消防のPRコーナーが楽しめ、天満宮
参道ではスイーツマルシェ、防府駅周辺ではキッ
チンカーコーナーを堪能できるなど、楽しいイベ
ント盛りだくさん。※当日内容が変更になる場合
あり。■料金：無料

問い合わせ先／
幸せますフェスタ実行委員会（防府商工会議所）
☎0835-22-4352

問い合わせ先／宇部市文化振興課
☎0836-51-7282
□HP  https://ubebiennale.com/sculptures/29th-2022

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
時間／10:00～16:00
2022年秋にUBEビエンナーレ彫刻の丘を彩る
野外彫刻。10分の1サイズの模型作品15点を展
示します。■休館日：火曜（5月3日は開館）

宇部

4月28日（木）～6月19日（日）
第29回
UBEビエンナーレ
実物制作指定作品
紹介展
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会場／佐波川本橋河川敷

防府

5月4日（火・祝）、5日（水・祝）
佐波川こいわたし

防府市の一級河川「佐波川」の川越しに、こいの
ぼりを吊り上げ、悠々と佐波川の上空を泳ぎま
す。■観覧料：無料

問い合わせ先／佐波川こいわたし実行委員会
☎0835-25-2429

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

防府

5月3日（火・祝）
「中村佑介展」
関連イベント
中村佑介×後藤正文
トークショー＆
後藤正文ソロライブ

時間／13:00～（12:15開場）
第一部は、中村佑介と「ASIAN　KUNG-FU　
GENERATION」の後藤正文を迎えてのトーク
ショー。アジカンニューアルバム（2022年3月末
発売）の話から二人のデビューから現在までの
様々な裏話に乞うご期待。第二部は後藤正文によ
るアコースティックライブを開催します。圧巻のラ
イブにご期待ください。■料金：全席指定 4,400
円（税込）※「中村佑介展」の入場券付き。※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、ローソンチケット（Ｌコード：
62549）

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／9:00～16:00
　　　（雨天時は翌日に延期）

会場／萩市堀内地区
　　　（受付：素水園または天樹院）

5月3日（火・祝）
萩 第5回
「城下町萩・堀内散策」

萩市堀内伝建地区の主要観光スポットで地区住民
から説明を受けながら、まち歩きを行うイベントで
す。スタート地点は素水園または天樹院から選ぶこ
とができ、自分のペースでのんびり散策できます。
スタンプラリー形式で実施します。■料金：無料

問い合わせ先／萩市文化財保護課
☎0838-25-3238

会場／秋吉台長者ヶ森駐車場内
          美祢市美東町

美祢

5月14日（土）、15日（日）、
21日（土）、22日（日）、
6月4日（土）、5日（日）
そらから魅る超絶景
in秋吉台 

時間／6:00～9:00
日本最大級のカルスト台地「秋吉台」の雄大な景色
を気球に乗って、空から360度の「絶景」を楽しも
う。■料金：大人3,500円、小人（小学生以下）
2,500円、小学生未満無料※消費税、障害保険料
含む※「秋芳洞」無料入洞券付／とくとくクーポン
付■定員：各日150人■申し込み方法：HP：山口県
美祢市秋吉台国定公園観光情報WEBサイト※申
込者の中から抽選で決定し、当選者には後日通知
します。■応募要件：小学生以下は保護者同伴■申
し込み期間：4/1(金) ～4/28(木)  

問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115
□HP  https://karusuto.com/

時間／10:00～15:00 

会場／花江茶亭
　　　（萩城跡指月公園）ほか
          萩市堀内1-1  

5月3日（火・祝）、4日（水・祝）
萩 萩・大茶会

「萩・大茶会」では、萩焼とともに古くから親しまれ
ている“茶の湯文化”に触れることができます。市
内流派が、緑美しい指月公園を中心に市内各所
でお茶席を設けます。青葉が薫る毛利の居城 萩
城跡などを舞台に、お抹茶の接待が行われます。
■料金：1服400円/入園料は別途必要（萩城跡指
月公園）

問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
□HP  https://www.hagishi.com/search/detail.
php?d=900014

時間／10:30～12:00 
会場／萩城下町

5月5日（木・祝）
萩 奇兵隊パレード

観光客の皆さまへの“おもてなし”の一環として、明
治維新の原動力であった奇兵隊のパレードを、萩
城城下町（江戸屋横町、菊屋横町）で開催します。
■定員；20人程度（先着順）■持参品：黒色の靴、ベ
ルト

問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139
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「インターネットでショッピングをするけれど、なん
だか不安」「LINEやfacebookが楽しくて便利だ
けど、今の使い方で正しいの?」「子供のSNS利用
は、危険もあると聞くけれど、何に気をつけたらよ
いかわからない」この講座では、そんな不安を解
消するため、インターネットとSNSのセキュリティ
について学びます。※対面講座の様子をオンライ
ン配信します。お申込時に「対面受講」か「オンラ
イン受講」を選択してください。■受講料：2,400
円■定員：40人（先着、インターネットを利用して
いる方）■申し込み方法：電話・FAX・Web・郵送
で、必要事項「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：5月2日（月）

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）
FAX083-933-5029
□HP  https://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp

会場／山口市吉田キャンパス
　　　及びオンライン 
          山口市吉田1677-1

山口

5月19日（木）、26日（木）
山口大学公開講座
「SNS（Social
Networking Service）
との上手なつきあい方」

時間／13:30～15:00

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

防府

5月29日（日）
防府ロータリークラブ
創立65周年記念事業
高嶋ちさ子＆加羽沢美濃
カジュアルクラシックス
meets ゆかいな音楽会 

時間／14:30～（開場13:30）
テレビで大活躍のヴァイオリニスト高嶋ちさ子と、
ピアニストでもあり作曲家の加羽沢美濃によるお
しゃべりコンサート。弦楽四重奏メンバーとともに
クラシックや映画音楽など様々な曲をお届けし、
楽しい音楽の一時をお送りいたします。■入場料：
全席指定4,500円（当日500円高）※未就学児
の入場はご遠慮ください。※前売り券が完売の場
合、当日券の販売はありません。■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（L
コード：63123）

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／10:00～16:00

会場／かんきつ公園、旧田中別邸
           萩市平安古町164

5月14日（土）、15日（日）
萩 萩・夏みかんまつり

「萩・夏みかんまつり」は、萩の特産品である夏みか
んづくしのイベントです。夏みかんや夏みかん製品
の販売、夏みかんクイズラリーやガラポン抽選会、
抹茶席などがあります。会場であるかんきつ公園に
は、夏みかん約100本をはじめとする柑橘類10種
約380本が植えられています。

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=900015

会場／秋吉台国際芸術村
          美祢市秋芳町秋吉50

美祢

5月14日（土）
みんなちがって、
みんないい。
ちひろコンサート

時間／14:00～

山口在住のシンガーソングライターちひろによる
トークコンサート。おなじみの金子みすゞ の詩による
オリジナル曲やカバー曲など、気軽に楽しめるコン
サートです。■料金：一般1,000円、高校生以下無
料※フレンズネット会員は会員1人につき2枚まで
2割引※5歳以下の方のご入場はご遠慮ください※
満１歳以上の未就学児を対象に無料託児を実施し
ます。4/24（日）までにお申し込みください。■申し
込み方法：HP■チケット発売：4月上旬

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

時間／9:00～15:00
会場／萩市浜崎本町筋周辺

5月22日（日）
萩 浜崎伝建
おたから博物館

萩市浜崎伝建地区を舞台に、古い町並みや旧家に
代々伝わるおたからをご覧頂きながら、様々な催し
を楽しむ、恒例のイベントです。各家でおたからの
展示、地元住民による浜崎ガイドツアー、自衛隊パ
レード、浜崎伝建地区無料駐車場での蚤の市、地元
特産物販売などが楽しめます。※イベント内容につ
きましては、新型コロナウイルス感染拡大状況に応
じて、変更する場合がございます。■料金：無料■
休館日：水曜 

問い合わせ先／浜崎しっちょる会（旧山村・山中家住宅）
☎0838-22-1033


