
同時開催
イベント

萩・椿まつり

✿開催期間

2023年2月11日（土・祝）～3月19日（日）

✿会場

萩市笠山椿群生林
※駐車場…普通車約360台

（土日祝は300円、平日は無料）
お問い合わせ
●萩・花ごよみ実行委員会（萩市観光課内）

TEL 0838-25-3139（平日のみ）
●（一社）萩市観光協会

TEL 0838-25-1750

約25,000本の
ヤブツバキが咲き誇る

萩人形展

✿開催期間 2月3日（金）～4月3日（月）

✿場所 伊藤博文別邸

✿入館料 100円

浜崎旧正月提灯まつり

旧山村家住宅内にて雛人形とあわせて
「萩の提灯」を展示します。

✿開催期間（屋外）1月20日（金）～2月4日（土）

（屋内）1月20日（金）～4月3日（月）

✿場所 旧山村家住宅

✿料金 無料

✿休館日 水曜日

萩市文化財施設１日券 萩市内の有料文化財施設（1回100円）に入館できる1日券！

✿入館できる施設 ①旧厚狭毛利家萩屋敷長屋 ②口羽家住宅 ③旧久保田家住宅 ④木戸孝允旧宅 ⑤青木周弼旧宅

⑥旧田中別邸 ⑦桂太郎旧宅 ⑧旧湯川家屋敷 ⑨伊藤博文別邸 ※赤文字は雛人形の展示会場

✿価格 ３１０円

✿販売箇所 上記９カ所の文化財施設・萩市観光課・萩市観光協会
みほん

城下町エリア

萩城跡・
指月公園

至 （市街地より約２０ｋｍ）

至津和野町

東光寺

● 世界遺産 恵美須ヶ鼻造船所跡

● 世界遺産 萩反射炉道の駅 萩しーまーと ●

至長門市
● 萩往還梅林園

● 萩市役所

世界遺産
松下村塾

萩ＩＣ

8

【萩へのアクセス】
・中国自動車道美祢東ＪＣＴ経由、小郡萩道路絵堂ＩＣから約２０分
・ＪＲ新山口駅より高速バス「スーパーはぎ号」で約６０分

萩城下の古き雛たち
展示会場一覧

萩・椿まつり会場（笠山椿群生林）
２月１１日（土）～３月１９日（日）

浜崎エリア
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【佐々並エリアへのアクセス】
（萩市街地から国道２６２号線を山口市方面に約２０ｋｍ・約２５分）
（萩バスセンターから中国JRバスで約４０分・片道１，２１０円）

1：旧久保田家住宅 2：菊屋家住宅 3：口羽家住宅 4：青木周弼旧宅 5：旧山中家住宅 6：旧山村家住宅 7：旧小池家土蔵
8：萩・明倫学舎 9：旧湯川家屋敷 10：桂太郎旧宅 11：旧田中別邸 12：渡辺蒿蔵旧宅 13：田町商店街
14：萩のお宿花南理の庭 15：旧小林家住宅（萩往還おもてなし茶屋）/佐々並エリア

お問い合わせ
「萩城下の古き雛たち」実行委員会（萩市観光課内） TEL 0838-25-3139（平日のみ）
一般社団法人 萩市観光協会 TEL 0838-25-1750

東萩駅

2023.1 発行

開催期間

城下の古き たち
2023年2月3日（金）～4月3日（月）

☆城下町エリア
旧久保田家住宅、菊屋家住宅、口羽家住宅、青木周弼旧宅

☆浜崎エリア
旧山中家住宅、旧山村家住宅、旧小池家土蔵

☆その他エリア
萩・明倫学舎、旧湯川家屋敷、桂太郎旧宅、旧田中別邸、渡辺蒿蔵旧宅、
田町商店街、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）

各会場の地図は
最終ページでご確認ください

スタンプラリー

上記の青色の施設（10施設）で、専用台紙に５施設分のスタンプを押して応募すると、
抽選で、特産品が当たります！

開催期間 参加方法
2023年2月３日（金）～3月17日（金） スタンプラリー対象施設で応募用紙を受け取り、対象施設を巡って
応募〆切：3月17日（金） スタンプを押してください。5施設分集めると応募できます。
抽選：3月下旬 参加料：無料（別途入館料が必要な施設あり）

【応募方法】
①スタンプラリー対象施設で提出

②事務局へ郵送
〒758-0041 萩市江向602番地 萩・明倫学舎3号館1階
萩市観光課内 萩城下の古き雛たち実行委員会

流し雛

✿開催日時 4月3日（月） ✿場所 藍場川（萩市川島） ✿参加料 無料

10：00～ 受付：旧湯川家屋敷 ※悪天候などの理由で中止とする場合があります。

子どもたちの健やかな成長と
無病息災を願って

※新型コロナウイルスの感染拡大等により、イベント内容が変更となる場合があります。

展示会場
全15会場

●
山口県立萩美術館・
浦上記念館

15
山陰道

「萩城下の古き雛たち2023」



城下町エリア 浜崎エリア武家屋敷や商家の趣を残すエリア
歴史あるお雛様を楽しみましょう！

商家として栄えたエリア
伝建地区に並ぶ豪華なお雛様は必見！

①旧久保田家住宅
「萩城下の古き雛たち」のメイン会場です。

萩市民が大切にしてきたお雛様や御殿雛（ごてんびな）、
有職雛（ゆうそくびな）を展示します。

［時 間］９：００～１７：００

［入館料］１００円

その他にも、まちじゅうにお雛様がいっぱい！
足を延ばしてみませんか？

②菊屋家住宅
藩の御用達であった菊屋家の屋敷で、国の重要文化財。
菊屋家で代々受け継がれてきた御殿雛（ごてんびな）、
享保雛（きょうほびな）などを展示。美しい庭園も
必見です！
［時 間］９：００～１７：００

（入館は１６：４５まで）
［入館料］大人６５０円・中高生３５０円・

小学生２５０円

しゅう すけ

④青木周弼旧宅
江戸屋横町に面する、１３代藩主、毛利敬親の侍医の
旧宅。地域で大切にされてきたお雛様が、歴史ある建物
に花を添えます。
［時 間］９：００～１７：００
［入館料］１００円

⑤旧山中家住宅
浜崎重要伝統的建造物群保存地区の中心に位置。
浜崎で受け継がれてきたお雛様や、「ほうこさん」と
呼ばれる市松人形も展示します。
［時 間］９：００～１７：００
［入館料］無料
［休館日］水曜日

⑥旧山村家住宅
江戸時代の後期に建てられた大型の町屋で、浜崎重要
伝統的建造物群保存地区の中心に位置。
源氏枠飾りや御殿雛（ごてんびな）などを展示します。
［時 間］９：００～１７：００
［入館料］無料
［休館日］水曜日

⑦旧小池家土蔵
江戸時代に建てられて以来、約２００年に渡り使用され
た土蔵。
建物を覆う土壁は柱の外側からだけでも厚さ１５ｃｍ
程度もあり、軒裏まで塗りこめられ、火災にも強いつく
りとなっています。（外観からの見学）

⑧萩・明倫学舎
藩校明倫館の跡地に建ち、近年まで現役だった旧明倫小
学校を改修、整備してオープンした観光施設。館内には、
レストランやお土産ショップ、「世界遺産ビジターセン
ター」などがあります。
［時 間］９：００～１７：００
［入館料］本館無料

２号館 大人３００円・高校生２００円
小中学生１００円

⑨旧湯川家屋敷
藍場川沿いにある藩政時代の武家屋敷。藍場川の水を屋
敷内に引き入れて家庭用水として利用していた江戸時代
の生活を今に見ることができます。
［時 間］９：００～１７：００
［入館料］１００円

⑩桂太郎旧宅
明治維新後、内閣総理大臣を務めた桂太郎の旧宅。母屋
は派手さを抑え、藍場川沿いの生活を穏やかに楽しむこ
とができます。
［時 間］９：００～１７：００
［入館料］１００円

⑪旧田中別邸
夏みかん栽培を奨励した萩藩士、小幡高政の邸で、後の
内閣総理大臣田中義一の別邸です。田中家ゆかりのお雛
様や地元ゆかりのお雛様などを展示。
［時 間］９：００～１７：００
［入館料］１００円

こう ぞう

⑫渡辺蒿蔵旧宅
明治維新後、日本の造船事業の近代化に貢献した渡辺
蒿蔵の居宅。広大な敷地内には母屋や土蔵、茶室も。
［時 間］９：００～１７：００

（入館は１６：３０まで）
［入館料］無料
［休館日］水曜日

⑬田町商店街
御成道沿いに位置する商店街。店舗のウインドウや店内
などにお雛様を展示します。歴史あるお雛様や人形を
見ることができます。
［時 間］店舗による

はな な り

⑭萩のお宿 花南理の庭
四季の花の咲きそろう作庭百有年の古庭が自慢の１日１
組限定のお宿。付属の美術館では、毛利家ゆかりの品々
や防長の古美術が、萩城下町の古地図とともに楽しめま
す。
※入館希望の際は要連絡

［入館料］無料
［問合せ］090-5704-2406

⑮旧小林家住宅（萩往還おもてなし茶屋）
江戸時代「目代所」があった場所に明治４０年に隣地から移
築された主屋と、大正期に建てられた土蔵、昭和１０年代に
増築された離れからなります。地域で大切にされてきたお雛
様を展示します。
［時 間］９：００～１７：００
［入館料］無料
［休館日］水曜日
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この地図は、浜崎しっちょる会発行

「しっちょるかい？浜崎マップ」を

一部抜粋・編集して掲載しています。

浜崎エリア展示会場マップ

萩人形の展示
「萩人形教室」の生徒の皆さんなどの作品を展示します

開催期間 ３月１４日（火）～４月３日（月）

③口羽家住宅
萩城下に残る武家屋敷で、国重要文化財に指定されてい
ます。表門は萩に現存するものとしては最も雄大な規模。
口羽家ゆかりのお雛様を展示します。
［時 間］９：００～１７：００
［入館料］１００円
［休館日］火曜日・水曜日・金曜日

スタンプラリー １日券対象施設

フォトスポット

旧山村家住宅

旧湯川家屋敷
一部の会場では、お雛様と一緒に写真が撮れます！

旧久保田家住宅 萩・明倫学舎


