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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
秋吉台映画村
12月3日（土）

山陽小野田市
第16回山陽小野田
少年少女合唱祭

12月18日（日）

萩市

特別展「江戸時代の地図
古地図で探ろう、
ふる里や国の姿・形」

12月11日（日）まで

津和野町
SLギャラリーin津和野 
12月25日（日）まで

山口市

12月、山口市はクリスマス市になる。
12月1日（木）～31日（土）

防府市

アスピラートのイルミネーション
12月3日（土）～2023年1月9日（月・祝）

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

～光が織りなす
幻想的な世界へ
ようこそ～
「ナイトミュージアム」

12月3日（土）、4日（日）、9日（金）、10日（土）、11日（日）、16日（金）、
17日（土）、18日（日）、23日（金）、24日（土）、25日（日）、30日（金）
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時間／10:00（②、④は11:00）～
　　　17:00（最終日は15:00）

山口

12月4日（日）まで
やまぐち
アートピクニック

会場／①クリエイティブ・スペース赤れんが
           　山口市中河原町5-12
　　　②Ai's Studio
           　山口市後河原177
　　　③十朋亭維新館 杉私塾
           　山口市下竪小路112
　　　④LOCUS
           　山口市野田51-1

山口市で活躍するやまぐち新進アーティストの展
覧会をアートコミュニケーター（アートなどのイベ
ントの企画制作を学んでいる市民）の皆様と共同
で開催します。■料金：無料

問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-2717　
□HP  www.ycam.jp

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

12月5日（月）まで
毛利博物館特別展
「国宝」

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）
国宝の雪舟筆「四季山水図」や「古今和歌集（高野
切本）」をはじめとする国宝や重要文化財など、美
術的にも歴史的にも優れたことで知られる毛利家
伝来の逸品を一堂に公開します。■入館料：大人
1,000円、小中学生500円（博物館・庭園共通：大
人1,200円、小中学生600円※団体料金（20人以
上）はそれぞれの料金の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/

山口

12月11日（日）まで
特別展　染色作家
「藤津八重子」回顧展

会場／山口市小郡文化資料館
          山口市小郡下郷609-3

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/

藤津八重子さんは、山口市嘉川で創作活動をされ
ている御年91歳を迎えた染色作家です。「ろうけ
つ染め」と呼ばれる伝統的な染色方法を用い、特に
「彼岸花」を題材とする作品で知られています。今
回の特別展は、この春の出品を最後に半世紀に渡
る工芸家人生に幕を下ろした藤津さんの染色人生
を振り返る回顧展として、初入選から最後の作品を
含む全14点を公開します。■入館料：無料■休館
日：月曜（祝日の場合は開館、翌平日振替休館）

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

12月11日（日）まで
萩 特別展
「江戸時代の地図　
古地図で探ろう、
ふる里や国の姿・形」

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

現代生活の必需品である地図には、地名のほか、
道路・航路といった交通網、山・川・海といった自然
環境など、ありとあらゆる情報が載せられており、
古くから人々の探究心をくすぐり続けてきました。
本展では江戸時代に作成された地図を中心に紹
介し、長州萩から日本、国外へと視野を広げ、魅
力たっぷりの古地図の世界へいざないます。■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

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

築山跡にゆかりのある歴史資料や発掘成果を紹
介する「探求! 築山跡―大内氏のもう一つの居館
―」のほか、全国を巡回した「発掘された日本列
島2021」に展示され、好評を博した大内氏関連
資料を中心に紹介する「発掘された大内文化―
京都文化と大陸文化の融合・昇華―」も行いま
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）■
休館日：月曜（休日の場合は翌平日）

山口

12月11日（日）まで
築山跡史跡公園
オープン記念
特別企画展

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）

山口

12月19日（月）まで
企画展
「十朋亭を愛した
元勲・山県有朋」

会場／十朋亭維新館
          山口市下竪小路112
時間／9:00～17:00
軍人・政治家としての地位を極めた山県有朋につ
いて、十朋亭との関わりに触れながら、その人物
像に迫ります。■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/
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山口

12月25日（日）まで
Yamaguchi
Seasonal 2022 

会場／①山口情報芸術センター
　　　　［YCAM］サテライトA
          　山口市駅通り1-5-25
　　　②常栄寺雪舟庭
          　山口市宮野下2001-1

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

山口情報芸術センター［YCAM］がこれまで制作
／発表してきたインスタレーション作品を、山口
市の中心市街地や史跡で公開する展覧会です。
音楽家・坂本龍一が制作に携わった二つの作品を
再展示します。■料金：無料■休館日：火曜 

時間／①10:00～18:00
　　　（water state 1）
　　　②10:00～16:30
　　　（Forest Symphony）

津和野

12月25日（日）まで
SLギャラリーin津和野

SLやまぐち号の終着駅にもなっている津和野で
は、駅構内に設置したSLジオラマの他、センター
では実際の運行に使われたSLヘッドマークや特
別映像の公開とパネル展示を行っています（現在
はSL車両の不具合によりディーゼル牽引車による
運行です）。センター入館で町内の加盟店で使え
る500円商品券をプレゼント中。■入館料：400円
■休館日：月曜（月曜が祝日の場合は翌日）

会場／津和野町日本遺産センター
　　　津和野町後田ロ253
時間／9:00～17:00

問い合わせ先／津和野町役場商工観光課
☎0856-72-0652
□HP  https://www.town.tsuwano.lg.jp/www/
contents/1637197649421/index.html

新山口駅北口駅前広場・南口駅前広場がイルミ
ネーションで光輝きます。12月17日（土）の
「Xmasフェスタ」では楽しいイベントがいっぱ
い。期間中、小郡の小・中学生や地域の人たちが
制作したペットボトルツリーも見どころの一つで
す。新山口駅の幻想的な非日常の世界をお楽しみ
ください。■料金：無料

会場／新山口駅北口駅前広場・
　　　南口駅前広場
          山口市小郡令和1

山口

12月25日（日）まで
新山口
イルミネーション
2022

時間／17:00～22:00

問い合わせ先／新山口イルミネーション実行委員会
☎083-976-8588

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

山田顕義は、松下村塾最年少の塾生であり、高杉
晋作から大村益次郎と共に後を託され、維新後に
初代司法大臣を務めました。当館大広間には、明治
18年に来亭した際に揮毫した扁額が飾られていま
す。没後130年にあたり山田顕義の企画展を開催
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）

山口

12月26日（月）まで
企画展「山田顕義」

会場／山口市菜香亭大広間展示室
          山口市天花1-2-7

時間／9:00～17:00

会場／山口市大殿地区周辺

山口

12月28日（水）まで
お殿様シールラリー
キャンペーン

大内文化ゾーン内の4か所に設置された大内の
お殿様シールを集めるラリーを開催します。シー
ルをコンプリートして香山公園前観光案内所に行
くと、大内氏関連グッズが当たるガチャが回せま
す。■料金：無料

問い合わせ先／山口市文化交流課
☎083-934-4155　

問い合わせ先／宇部未来会議
☎090-7503-7370

宇部市の中心市街地が約10万球のイルミネー
ションで彩られます。芸術性の高い演出が人気
で、音楽に合わせて光のショーが繰り広げられる
「光のミュージカル」を毎日開催します。（18時～
22時）※2023年1月15日（日）まで平和通り付
近でもイルミネーションイベントを開催します。

時間／17:00～24:00

会場／中央街区公園
           宇部市中央町2-10-10

宇部

2023年1月3日（火）まで 
光の街UBE2022
サンタクロスロード2022

問い合わせ先／山口宇部空港ビル株式会社
☎0836-31-2200

山口宇部空港が舞台のイルミネーション。ターミナ
ルビル前のイルミネーションと併せて、館内の高さ
5mのクリスマスツリーもお楽しみいただけます。※
クリスマスツリーは12月25日（日）まで、クリスマス
ツリー点灯時間は7:30～21:30です。ただし航空
機の運航状況により変更となる場合があります。

時間／17:00～21:30

会場／山口宇部空港
          宇部市沖宇部625

宇部

2023年1月5日（木）まで
光の街UBE2022
エアポート・
イルミネーション 
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2023年1月5日（木）まで
萩 萩イルミネフェスタ
会場／JR萩駅舎前ロータリー
          萩市椿3611

時間／17:30～23:00
大正14（1925）年に建設された貴重な洋館駅
で、登録文化財に指定されている「萩駅舎」周辺
において、イルミネーションの点灯が行われ、幻
想的な姿をつくり出します。

問い合わせ先／萩市観光協会
☎0838-25-1750
□HP  https://www.hagishi.com/search/detail.
php?d=900043

問い合わせ先／宇部市・TOKIWAファンタジア推進協議会
□HP  https://www.tokiwapark.jp/

ときわ公園の冬の風物詩となっているTOKIWA
ファンタジア。イルミネーションコンテストの作品
に加え、デジタルプログラミングショーなど夜の遊
園地が胸躍るエンターテインメントの世界に生ま
れ変わります。■入場料:500円■休園日：12月
31日（土）、2023年1月1日（日・祝）

時間／18:00～21:30
会場／ときわ公園 

宇部

2023年1月9日（月・祝）まで
光の街UBE2022
TOKIWAファンタジア
2022

問い合わせ先／宇部市都市計画課
☎0836-34-8465

国の「近代化産業遺産」や市の「景観重要建造物」
にも指定され、日本を代表する建築家である村野
藤吾氏設計のヒストリア宇部（旧宇部銀行館）をラ
イトアップします。

時間／18:00～22:00

会場／ヒストリア宇部
          宇部市新天町1-1-1

宇部

2023年1月9日（月・祝）まで
光の街UBE2022
ヒストリア宇部
ライトアップ

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

防府

2023年1月15日（日）まで
企画展
「見分けの達人展」

時間／9:30～17:00
　　　（入館は16:30まで）

モノの違いが分かることは、自然界のモノを生きる
ための薬や食として利用できたり、正しい価値を分
かった上で賢く人工物を利用できたりと、“生きる
力”に繋がります。本展は、当館オリジナル企画展と
して、幅広い年齢層が、謎解き感覚で楽しみなが
ら、モノの見分けや鑑定を体験し、違いの分かる眼
を養っていただくことを目的に開催します。■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：月曜（祝日の場合
は翌平日）、12月29日（木）～2023年1月3日（火） 

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

2023年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。現在では、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。関連事業として記念講演会とギャ
ラリートークも開催します。※新型コロナウイルス
感染状況等により、変更や中止となる場合があり
ます。最新の情報は当館ホームページをご覧くだ
さい。■入館料：無料■休館日：月曜、祝日、年末年
始（12月29日～1月3日）、2023年1月10日（火） 

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/

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」

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

中原中也は読書家でした。中也の本棚にはどんな
本が並んでいたのでしょうか? 中也は高橋新吉、
佐藤春夫、宮沢賢治などを愛読し、詩のほかにも
幅広いジャンルの本を読んでいました。本展で
は、中也が読んだ本、中也による書評などを通じ、
中也が受けた文学的影響や同時代の文学につい
て紹介します。■入館料：一般330円、学生220
円、70歳以上・18歳以下無料■休館日：月曜、毎
月最終火曜、年末年始

2023年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い始
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/

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

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

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

山口

2023年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）

12月、山口市はクリスマス市になります。1552
（天文21）年12月9日、大内義隆はフランシスコ・
サビエルの布教活動を寛容に受け入れ、日本で
初めての降誕祭（クリスマス）が山口で祝われた
と伝えられています。この歴史的史実をもとに
「灯り」や「音楽」、「食」、その他のイベントを開
催します。歴史に抱かれた山口の街で、温故知新
のメリークリスマス。

会場／山口市内各所

山口

12月1日（木）～31日（土）
12月、山口市は
クリスマス市になる。

問い合わせ先／日本のクリスマスは山口から実行委員会
☎083-925-2300 
□HP  http://www.xmas-city.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

12月1日（木）
第7回秋吉台落語村

時間／18:30～19:30

気軽に落語を楽しむ落語村。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一
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/

山口市菜香亭は最も華やかであった昭和11年当
時の姿を現在に残しています。栄華を彷彿とさせ
る佇まい、華やかな賑わいをライトアップによりお
楽しみください。3日間限定で大広間からライト
アップが見学できます。■入館料　大広間見学…
大人100円小人50円（未就学児・身体障がい者
手帳・療育手帳・精神障がい者手帳・戦傷病者手帳
の交付を受けている方と、その介護の方1人・生
活保護を受けている方は無料）※12月3日は神
木涼さんピアノコンサート開催につき17時～19
時の間500円

会場／山口市菜香亭
          山口市天花1-2-7

山口

12月2日（金）～4日（日）
クリスマスライトアップ
菜香亭の冬

時間／17:00～21:00

問い合わせ先／山口観光コンベンション協会
☎083-933-0088
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問い合わせ先／萩ジオパーク推進協議会
☎0838-21-7765 
□HP  https://hagi-geopark.jp/take-part/hgu/
earth_dining/

「青野山火山群と徳佐りんご」をテーマに“大地と
人のつながり”に触れ、大地と向き合うことの大切
さを学ぶ体験型講座です。■料金：2,000円■定
員：15人■申し込み方法：HPまたは電話（平日
9:00～17:00）

山口

12月4日（日）
地球を食べる食堂
古徳佐湖と阿東りんご 

会場／山口市阿東
時間／10:00～13:00

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

展示を担当した学芸員による見どころ解説の後、
NPO萩まちじゅう博物館のガイドスタッフの案内
で世界遺産登録エリア（萩博物館周辺）を散策しま
す。まち歩きの後は、萩博物館レストランの夏みか
んミニソフトor夏みかんジュースも味わえます。
【共催：NPO萩まちじゅう博物館】■料金：500円■
定員：先着20人■申し込み方法：HP■申し込み期
限：開催日の前日

時間／14:00～16:00

会場／萩博物館、城下町
           萩市堀内355（萩博物館）

12月3日（土）
特別展「江戸時代の地図
古地図で探ろう、ふる里や
国の姿・形」関連イベント
ギャラリートーク＆まち歩き

萩

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
           防府市戎町1-1-28 笑顔満開通り

防府

12月3日（土）～
2023年1月9日（月・祝）

アスピラートの
イルミネーション

時間／17:00～22:00（点灯時間）
今年も防府駅前をイルミネーションでお迎えしま
す！12月3日は18時から点灯式を行います。■入
場料：無料■休館日：火曜

会場／山口市菜香亭全館
          山口市天花1-2-7

山口

12月3日（土）
幻想的な光に包まれて
～音の魔術師　
神木涼クリスマスライブ

時間／17:30～18:45
中庭のクリスマスライトアップに併せて、話題の
ピアニスト神木涼氏によるクリスマスライブを開
催します。大人から子供まで心に残る楽曲を神木
ワールドでお楽しみいただきます。予約受付け時
にリクエストを受け付けます。■料金：500円■定
員：先着50人■申し込み方法：電話または窓口

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

植物館中庭をメインとしたライトアップ、生演奏、
クリスマスカフェなどのイベントです。①オープニ
ングイベント「スカイランタンイベント」当日先着
100人にLEDスカイランタン配布　12月3日
（土）18時～（受付17時～）植物館中庭の夜空を
100基のランタンで埋め尽くし、幻想的な空間を
演出※スカイランタンはお持ち帰りできません。
※イベントに参加する方は植物館入館料が別途必
要②ジプシーバイオリニスト平野郁乃クリスマス
ライブ　12月3日（土）および24日（土）19時～
19時30分、20時～20時30分③サンタクロース
イベント　12月10日（土）9時～21時30分　と
きわミュージアムにサンタさんがくる！

時間／18:00～21:30

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

12月3日（土）、4日（日）、9日（金）、
10日（土）、11日（日）、16日（金）、
17日（土）、18日（日）、23日（金）、
24日（土）、25日（日）、30日（金）

～光が織りなす
幻想的な世界へ
ようこそ～
「ナイトミュージアム」

られていました。藩士たちは藩校で学問を身につ
け、津和野藩政のための有能な人材として育てら
れたのです。本展では、当時の教科書や絵図をも
とに、藩校養老館の学問を紹介します。■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、12月30日（金）～
1月4日（水）

現在の藩校養老館には武道場と御書物蔵しか
残っていませんが、江戸時代の養老館は大きな敷
地内に講堂があり、漢学や数学などの学問が教え

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

12月7日（水）～
2023年年2月13日（月）

藩校養老館の
教科書たち～
養老館の文教教育～

時間／8:30～17:00 

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

12月3日（土）
秋吉台映画村

時間／①9:40～（開場9:00）
　　　②13:40～（開場13:00）
気になる映画を定期的に紹介する秋吉台映画村
の第2回。マニィ大橋さんの解説付きで楽しめま
す。■料金：一般500円、高校生以下、フレンズ
ネット会員は無料■定員：先着100人

問い合わせ先／秋吉台国際芸術村
☎0837-63-0020 
□HP  https://aiav.jp/
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問い合わせ先／津和野町郷土館
☎0856-72-0300

られていました。藩士たちは藩校で学問を身につ
け、津和野藩政のための有能な人材として育てら
れたのです。本展では、当時の教科書や絵図をも
とに、藩校養老館の学問を紹介します。■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、12月30日（金）～
1月4日（水）

現在の藩校養老館には武道場と御書物蔵しか
残っていませんが、江戸時代の養老館は大きな敷
地内に講堂があり、漢学や数学などの学問が教え

問い合わせ先／安野光雅美術館
☎0856-72-4155

第1展示室では、第4期展として、『旅の絵本Ⅷ日
本編』（2013）を展示します。「旅の絵本　中部
ヨーロッパ編」（1977）から数えてシリーズ第8
作目にあたる本作は、安野さんが少年だった頃の
昭和初期が舞台となっています。現代と比べて電
気や水道などがそれほど普及していない、手間を
かけることや節約することが当り前であった時代
が描かれます。第2展示室では日本の文化Ⅳ「き
りえⅡ」として、テーマ「日本の文化」に併せ、前期
に引き続き初公開の『安野光雅のきりえ百首＝俵
万智と読む恋の歌より＝』から、計14点の作品を
展示します。安野さんの精細な技巧の数々をご堪
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）、
12月29日（木）～31日（土）

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

12月9日（金）～
2023年3月8日（水）

第4期展人々の暮らしの
詰まった『旅の絵本』展
ふるさとの情景／
日本の文化Ⅳ「きりえⅡ」

時間／9:00～17:00

会場／毛利博物館
          防府市多々良1-15-1

防府

12月10日（土）～
2023年1月22日（日） 

毛利博物館企画展
「めでたいもの－
毛利家の正月飾り－」

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■休館日：12月22日（木）～12
月31日（土）

問い合わせ先／毛利博物館
☎0835-22-0001
□HP  https://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/

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

植物の販売、その場でできるワークショップ、ハー
ブティ試飲、講習会、クリスマスツリーの飾りつ
け、お弁当等の販売があります。

時間／9:30～17:00

会場／ときわミュージアム
          宇部市野中3-4-29

宇部

12月10日（土）

フラワーマルシェ

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

12月10日（土）～
2023年4月9日（日）

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（火曜が祝日の
場合は翌平日)、12月26日（月）～12月31日（土）

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

12月10日（土）、
2023年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」 

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

宇部

12月11日（日）

宇部市芸術祭
第12回
文連フェスティバル
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問い合わせ先／萩市観光課
☎0838-25-3139

「花遊」は平成9年から始まり、今回で26回目を
迎える押花絵展です。萩の花々を押し花にして作
る押花絵を青木周弼旧宅で展示します。■料金：
小学生以上100円

時間／9:00～17:00

会場／青木周弼旧宅
           萩市南古萩町3

12月13日（火）～
2023年1月16日（月） 

花遊萩

問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355

宇部文化連盟による展示・販売・ワークショップ部門
や、音楽やダンスといったステージ部門（自由席：中
学生以上400円※当日500円、小学生以下無料）
をお楽しみください。

時間／①10:00～16:00
　　　　（展示・販売・ワークショップ部門）
　　　②13：00～（ステージ部門）

会場／宇部市文化会館
          宇部市朝日町8-1

山口

12月11日（日）
パフォーミング
アーツ・
セレクション 
in Yamaguchi 

【上演プログラム】酒井はな『瀕死の白鳥』／『瀕死
の白鳥 その死の真相』中村恩恵『BLACK ROOM』
／『BLACKBIRD』よりソロ　安藤洋子『MOVING 
SHADOW』／『Study # 3』よりデュオ
ダンスの歴史にフォーカスすることでダンスの「継
承」と「再構築」の二つの視座から考察するプログラ
ム『ダンスの系譜学」を上演します。クラシック・バレ
エやモダンバレエを基礎に学び、世界随一の振付
家、演出家らの革新的な身体表現のメソッドを受け
継いできた、安藤洋子、中村恩恵、酒井はな。『ダン
スの系譜学』を通じて、それぞれのダンスキャリアに
影響を与えた巨匠振付家らのオリジナル作品を軸
に、振付の原点が今日に至るまで「継承」され「再構
築」を繰り返してきた歴史を、6つのショーケースを
通して紐解いていきます。 国内外で活躍してきた個
性的なダンスアーティストたちがコロナ禍で取り組
んだ身体による社会への応答、その表出にご注目く
ださい。■料金：【前売】 一般 3,000円／any会員・
特別割引 2,500円／25歳以下 1,500円／高校生
以下500円【当日】一律3,500円■応募要件：未就
学児入場不可※託児サービスあり（有料）12月4日
（日）までにチケットインフォメーションへ要申し込み
■チケット販売所：山口情報芸術センター、チケット
ぴあ（Pコード：515-238）、ローソンチケット（Lコー
ド：63527）

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

時間／14:00～（開場 13:30）

問い合わせ先／山口市文化振興財団
チケットインフォメーション 
☎083-920-6111（10:00～19:00、
火曜休館・祝日の場合は翌日）
□HP  https://www.ycfcp.or.jp/

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

防府

12月11日（日）
日中国交正常化50周年・
王丹来日20周年記念　
二胡コンサート～平和～

時間／14:00～（開場 13:30）
日中国交正常化50周年を記念し二胡奏者の王丹
氏と中国の伝統楽器揚琴、中国琵琶奏者による、
これまでにない一層スペシャルで華やかなステー
ジをお送りいたします。彼女の奏でる美しい響き
と演奏を存分に聴いてもらえるだけでなく、合唱
や揚琴など様々なゲストと共演し、より二胡を味
わっていただけるコンサートになっていますので
ぜひお楽しみください。■入場料：全席指定
2,500円、高校生以下1,000円（当日500円高、
財団会員200円引）※3歳以下無料※会員割引
はアスピラート、防府市公会堂のみの取り扱い。
■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、スターピアくだまつ、宇部市文化会
館、下関市生涯学習プラザ

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/

12月14日（水）～18日（日）
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／10:00～17:00
山陽オートでは、12月14日（水）～18日（日）に
「九州スポーツ杯GⅠ第57回スピード王決定戦」
を開催いたします。山陽オートで3本の指に入る
大型開催です! ぜひ遊びに来てください。ご来場
の際は、新型コロナウイルス感染症対策として、
マスクの着用や入場時の検温にご協力をお願い
します。■入場料：無料

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

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

12月16日（金）～25日（日）
幸せます×
カメラ女子部
写真展「HAPPY7」

時間／9:00～17:00
今年も、防府商工高校の生徒が中心となり地域の
写真愛好家の皆さんと「カメラ女子部」を結成。カ
メラを持って地域の「幸せ」を切り取る活動を行い
ました。心がぽかぽかするような作品たちをご覧く
ださい。※12月17日は「灯りの下でコンサート」
開催のため展示スペースを縮小します。■入場料：
無料■休館日：火曜 

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／長登銅山文化交流館
　　　大仏ミュージアム
          美祢市美東町長登610

美祢

12月17日（土）
東大寺大仏様の
ふるさと長登銅山跡で
みんなも古代人!? 

時間／9:00～12:00
～金属製品鋳造と木簡製作体験～　実際に大仏
を作成していた技法である「鋳造」によりメダル
を作成します。また、長登銅山で働いていた古代
の役人が使っていた「木簡」のレプリカに文字を
書きます。■料金：大人・小人（小学生）2,500円
■定員：20人（最少催行人員10人）

問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115

美祢

12月17日（土）
家族で
年越しそばを作ろう

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

12月17日（土）～
2023年3月21日（火・祝）

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

12月17日（土）、
2023年1月21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

12月17日（土）
灯りの下でコンサート

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
時間／17:30～
毎年恒例のクリスマスコンサート♪ アスピラート
のイルミネーションの下で素敵なクリスマスのひと
ときを! 【出演】田中雅弘（チェロ、元東京都交響楽
団首席奏者）、喜多村裕美（ピアノ）、防府アスピ
ラート児童合唱団Fanfare（予定）■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/

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

12月17日（土）、18日（日）
体験できる
プロジェクション
マッピング!?
「うごキャラ2」

時間／18:30～21:00
会場でぬり絵をしたキャラクターが体の動きに合
わせて動きます！絵を描いて、体を動かして、家
族や友達と楽しみましょう！■料金：無料※来場者
多数の場合は、密を避けるためお待ちいただくこ
とがあります。

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／秋芳八代ぬくもりの里
　　　交流センター
          美祢市秋芳町嘉万856-1

時間／9:30～13:00
年末に食べるそばを自分たちで打ちます（保存
可）。自分たちで打ったそばで年越ししませんか?! 
もちろんお友だち同士の参加もウェルカムです。
■料金：大人3,000円、小人（小学生）2,000円
■定員：15人（最少催行人員10人）
問い合わせ先／（一社）美祢市観光協会
☎0837-62-0115
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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。12月のテーマは「凧づくり」、1月のテーマは
「お正月あそび」です。■料金：無料■申し込み方
法：随時受付

山口

12月18日（日）、
2023年1月15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／クリエイティブ・スペース赤れんが
山口市中河原町5-11
☎083-928-6666
□HP  http://www.akarenga.justhpbs.jp/

赤れんがで管理活用しているチェンバロを使って
のコンサートです。チェンバロを村上暁美、リコー
ダーを水内謙一で、ヨーロッパ各地の作曲家の演
奏でお楽しみいただきます。■料金：2,000円■
定員：70人■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■休館日：月曜、祝日の翌日

山口

12月18日（日）
旅するバロック

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

時間／14:00～（13:30開場）

問い合わせ先／宇部市文化創造財団
☎0836-35-3355

本市年末恒例の第九演奏会。合唱団、宇部市民
オーケストラによる管弦楽団、本市に縁のあるソ
リストたちが舞台を彩ります。■プレイガイド：チ
ケット一般1,500円、高校生以下500円※当日
200円高、未就学児入場不可

時間／14:00～

会場／宇部市渡辺翁記念会館
          宇部市朝日町8-1

宇部

12月18日（日）

宇部市芸術祭
第九「歓喜の歌」で
HAPPY END
2022
in渡辺翁記念会館

美祢

12月22日（木） 
GO-EN婚活イベント
「今年もあとわずか！
年の瀬☆恋活パーティー
in美祢」

会場／美祢グランドホテル
          美祢市大嶺町東分270-1

時間／18:30～22:00
　　　（受付18:00～）
美祢グランドホテルにて初の恋活イベント開催！
お食事を楽しみながら、忘年会のような恋活を楽
しみましょう。■料金：男性3,000円、女性2,000
円■定員：40人程度※新型コロナウィルスの影響
で予定が変更することもあります。詳細はHPに
てご確認ください。■応募要件：30～40代の現在
独身で交際相手のいない方※萩市・長門市・美祢
市に在住の方、または結婚を機に、萩市・長門市・
美祢市へのお引越しを考えられる方■申し込み期
限：12月19日（月）

問い合わせ先／ネクスト・ステージ
☎083-250-6519
□HP  https://nstage.net/

12月24日（土）～
2023年3月5日（日）

企画展
「ヒストリカル・
スターズ」

萩

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

古くから人々に畏怖や憧れの対象となってきた
「星空」。萩ゆかりの歴史上の人物も見上げたで
あろう星空を再現したシミュレーション映像や、江
戸時代の観測で使われた星図、彗星や流星群の
観望日記等の歴史資料も展示します。星空観察に
ぴったりの冬の時期に開催する、天文テーマの展
示会です。■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

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

12月18日（日）
第16回山陽小野田
少年少女合唱祭

山陽
小野田

会場／不二輸送機ホール 
          山陽小野田市大字郡1754

時間／14:00～（開場13:30）
今年も県内の合唱団が一同に集い、透き通る歌声
を披露します。合唱祭に向けて、練習を重ねた団員
たちの美しいハーモニーを聴きに、ぜひ不二輸送
機ホールにお越しください。■出演：サビエル高等
学校合唱部、下関少年少女合唱隊、たぶせ少年少
女合唱団、みすゞ少年少女合唱団、みね少年少女
合唱団、Flatto River、山陽小野田少年少女合唱
団■料金：大人500円（高校生以下無料）※入場券
が必要です。■プレイガイド：不二輸送機ホール、市
民館、中央図書館、厚狭図書館、各地域交流セン
ター■休館日：毎月第1・3火曜

問い合わせ先/不二輸送機ホール
☎0836-71-1000
□HP  https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
site/bunka-kaikan/
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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展の入
賞作品100点を展示します。■表彰式　1月28
日（土）10時より山口市菜香亭大広間。山口高校
書道部生徒1名による大字書の揮毫もあります。
■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

2023年1月4日（水）～
2月27日（月）

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/

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） 

会場／山口市歴史民俗資料館
          山口市春日町5-1

山口

2023年1月4日（水）～
3月26日（日）

内海ツールズ
－海で使われた
道具たち－

時間／9:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）

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

①12月24日（土）、
②2023年1月28日（土）

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」
【関連事業】
ギャラリートーク　

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／11:00～11:20
二つのテーマでギャラリートークを開催します。■
テーマ：①「窯と近代産業」、②「窯の歴史―はじま
りと今―」※新型コロナウイルス感染状況等によ
り、変更や中止となる場合があります。最新の情報
は当館ホームページをご覧ください。■料金：無料

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

12月24日（土）
月亭方正
スマイル寄席
～クリスマス・
プレゼント～
in山陽小野田 

山陽
小野田

会場／山陽小野田市民館
          山陽小野田市栄町9-25 

時間／19:00（開場18:00）～21:00
月亭方正、豊来家玉之助（太神楽）、どさけん、月亭
柳正が出演し、古典落語などを披露します。楽しい
夜のひと時を過ごしませんか。■料金：高校生以上
（前売）3,000円、（当日）3,500円、幼児・小中学生
　無料（100枚限定）■定員：420人■チケット販
売：コミュニティカフェwakayama

問い合わせ先/コミュニティカフェwakayama
☎0836-83-6761

12月24日（土）

第44回
サイエンス・カフェ

山陽
小野田

会場／山陽小野田市立中央図書館
　　　2階第1会議室
          山陽小野田市栄町9-13
時間／13:30～15:00
山陽小野田市立山口東京理科大学の先生方に、
それぞれの専門分野について高校生にも分かり
やすくお話ししていただく講座「サイエンス・カ
フェ」を開催します。44回目となる今回のテーマ
は「巷でささやかれている半導体不足について考
える」です。ここ数年多くの方々は、家電製品が
買えない・修理できない、自転車の納期が遅いと
いうことをご経験されていると思います。新聞紙

上等で原因は「半導体不足」とされていることは
ご存知のとおりです。今回は、世の中で受け入れ
られつつある「半導体」という言葉の意味・定義に
ついて解説し、なぜ半導体不足が生じたのかとい
うことや日本が抱えている大きな問題について皆
様方と議論したいと考えています。■対象：高校
生以上※マスク着用でお願いします。■講師：金
田和博（山口東京理科大学共通教育センター教
授）■料金：無料■定員：20人程度■申し込み方
法：来館、電話、FAX、メールのいずれか■休館
日：月曜、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）

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

2023年1月8日（日）
企画展
ギャラリートーク
（展示解説）

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://yrekimin.jp/

会場／防府市内各所

防府

2023年1月6日（金）
第22回防府音楽祭
〈ほうふニューイヤー
コンサート2023〉
オープニング
街角コンサート

時間／13:00～
3年ぶりの街角コンサート！　防府音楽祭ゲスト奏
者が防府の街を音楽と共に巡ります。■13:00～
デザインプラザHOFU■14:00～アスピラート市
民スペース■15:00～天神ピア■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/

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

防府

2023年1月8日（日） 
第22回防府音楽祭
〈ほうふニューイヤー
コンサート2023〉
わくわく夢の響演
コンサート

時間／14:00～（開場13:00）
第1部はチェンバロの音色が美しいバロックの宮廷
の響きを、第2部は東京メトロポリタン・ブラス・クイ
ンテットによる楽しい金管五重奏を、そして第3部で
は子どもと一緒に楽しめるディズニープリンセス特
集をお送りいたします。ぜひ家族みんなでコンサー
トをお楽しみください。■入場料：全席指定一般
2,500円、高校生以下1,000円※財団会員割引お
よびセットチケットについてはお問合せください。■
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:227-655）、ロー
ソンチケット（Lコード:63535） 

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　3F
　　　音楽ホール
           防府市戎町1-1-28 笑顔満開通り

防府

2023年1月9日（月・祝）
第22回防府音楽祭
〈ほうふニューイヤー
コンサート2023〉
ファイナルコンサート

時間／14:00～（開場13:00）
防府音楽祭の最後を飾るコンサート。第1部では2
人のドイツ詩人の詩を合唱曲でお楽しみいただき、

またモーツァルトの協奏曲の明るく華やかな響きを
ご堪能ください。第2部ではベートーヴェンの「田
園」をお送りします。自身の苦難を乗り越え自然の
中で感じた幸福や喜びを込めた音楽に、平和の祈
りを重ねてお届けいたします。■入場料：全席指定
一般3,000円、高校生以下1,000円※財団会員割
引およびセットチケットについてはお問合せくださ
い。■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:227-656）、
ローソンチケット（Lコード:63535）
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

2023年1月15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/

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

2023年1月19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：「氷
点」■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／春日神社
           防府市大字牟礼1354

防府

2023年1月20日（金）～
22日（日） 

大寒みそぎ

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キャンペーン参加店での
食事や道の駅などでお買い物をして、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：キャンペーン参加店での食事や道の
駅などでお買い物をして、レシート（2,000円以上
の購入で1口）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

2023年1月5日（木）～
3月26日（日）

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
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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

2023年2月2日（木）、9日（木）、
16日（木）、23日（木）

図書館ボランティア
養成講座

時間／13:30～15:00
図書館ボランティアとして活動するときに必要な基
礎的知識や技術について学んでみませんか？ す
でに図書館ボランティアとして活動中の方はもち
ろん、これから始めたいと思っている方も、お気軽
にご参加ください。1回だけの受講も可能です。■
2月2日（木）：「乳幼児と楽しむ絵本とわらべうた
part2」（講師：林由紀子氏）■2月9日（木）：「知識
の本の魅力を知ろう～子どもに本を手渡すために
part11～」(講師：河井律子氏)■2月16日（木）：
「面白くて為になる、図書館ボランティアの為の
『図書館法』の基礎知識」（講師：森川信夫氏）■2
月23日（木）：『学校図書館をめぐる動向－この10
年を振り返る』（講師：梅本恵氏）■料金：無料■定
員：先着15人（各回）■申し込み方法：来館または
FAX■申し込み開始日：1月5日（木）9:30～■休館
日：毎週火曜

問い合わせ先／三哲文庫 防府市立防府図書館
☎0835-22-0780　FAX：0835-22-9916
□HP  https://www.library.hofu.yamaguchi.jp/

問い合わせ先／萩ジオパーク推進協議会
☎0838-21-7765（平日9:00～17:00）
□HP  https://hagi-geopark.jp/take-part/hgu/
academy/

しましま模様の崖が印象的な「須佐ホルンフェル
ス」がどうしてできたのか？ 実験や現地の視察
で、絶景誕生の秘密を解き明かしましょう。■料
金：1,000円■定員：20人■申し込み方法：HPま
たは電話

会場／萩市田万川

2023年1月21日（土）
萩ジオアカデミー
解き明かそう！
しましま模様の崖の
秘密

萩

時間／10:00～15:00

時間／各日6:30～、18:00～の2回
　　　（全6回）
暦の上でもっとも寒い日とされる大寒の日に、冷水
につかって心身を清め、無病息災を祈る行事です。
■受付時に検温します。体調が悪い方は参加を見
合わせてください。■今後の新型コロナウイルス感
染症の状況により中止する場合があります。■参加
料：1,000円※禊所周辺の一部に立入禁止区域有
■定員：1回20人■申し込み方法：電話または社務
所にて申込■応募要件：居住地・年齢制限なし（小
学生以下の参加は保護者と参加が原則）

問い合わせ先／春日神社
☎0835-38-1185（9時～16時）  
□HP  https://hofu-kasugajinja.jimdofree.com/

「東大寺サミット」は、東大寺の造営や再建等で歴
史的に関係の深い全国15市町が集い、友好と連
帯を深めるとともに、郷土の歴史と文化遺産を保
護または活用した魅力ある個性豊かな地域づくり
を進めることを目的としています。今回は「時を超
え　未来へつなぐ先人の偉業」をテーマに、東大
寺や重源上人と徳地地域とのつながりを未来に
伝えることを目指し、サミットを開催します。■入
場料：無料■定員：500人

会場／山口市徳地文化ホール
          山口市徳地堀1527-3

山口

2023年1月22日（日）
東大寺サミット
2022in山口 

時間／9:30～12:15（9:00開場）

問い合わせ先／
東大寺建立にかかわった市町村サミット実行委員会事務局
（山口市徳地総合支所地域振興課内）
☎0835-52-1111　

吹奏楽の団体が迫力あるサウンドをお届けしま
す。新年にふさわしいコンサート、3年ぶりに開催
されます（入場制限する場合有り）。■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

2023年1月22日（土）
第25回
ニューイヤーバンド
フェスティバル2023

時間／9:30～16:00

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

シックのコンサート・シリーズ「DYNAMIC賢者の
音」。第1弾は、若くして日本チェロ界を牽引する
期待の名手・辻本玲（NHK交響楽団首席チェロ）
と、仲間たちによる、魅惑のアンサンブルをお届
けします。■当日13:00～13:30　ロビーコン
サート（入場無料／0歳から入場可）出演：山口大
学管弦楽団メンバー■料金：【前売】 一般 3,000
円／any会員2,500円／ペア5,500円／高校生
以下1,000円【当日】一般3,500円／高校生以下
1,500円未就学児入場不可※託児サービスあり
（有料）1月15日（日）までに下記へ要申し込み■
チケット販売所：山口情報芸術センター、山口市民
会館、KDDI維新ホール、アスピラート、チケット
ぴあ（Pコード：227-658）、ローソンチケット（L
コード：63536）

【出演】辻本玲（チェロ）、鈴木康浩（ヴィオラ）、津
田裕也（ピアノ）【曲目】バッハ／無伴奏チェロ組
曲第1番より「プレリュード」、サン＝サーンス／白
鳥、フランク／チェロ・ソナタ、ブラームス／クラリ
ネット三重奏曲Op.114（ヴィオラ版） ほか
実力派の若手演奏家を選りすぐり企画する、クラ

会場／山口市民会館大ホール
          山口市中央2-5-1

山口

2023年1月22日（日）
DYNAMIC賢者の音Ⅰ
～辻本玲と仲間たち～

時間／14:00～（13:30開場）

問い合わせ先／
山口市文化振興財団チケットインフォメーション
☎083-920-6111（10:00～19:00、
火曜休館・祝日の場合は翌日、12/29～1/3休館）
□HP  https://www.ycfcp.or.jp/

「辻本玲（チェロ）ⒸKING RECORD」


