
イベント名 開催時期 地区・会場 イ　ベ　ン　ト　内　容 ア　ク　セ　ス お	 問	 合	 せ

普賢寺今昔市
毎月

第4日曜日
室積

普賢寺境内

普賢寺境内で骨董関連７０店、フリマ７０店、飲食店や果物店
等も出店し、イベントも催される。ボランティアガイドによる
観光案内も。日の出から午後３時まで。

ＪＲ光駅からバス22分
室積公園口行き
終点下車徒歩2分

笹井清二郎
0833-79-2124

ひかるちゃんの
桜まつり

4月	 2日(日)
浅江

西河原緑地
桜の名所、西河原緑地で多彩なイベントや屋台村がある。

ＪＲ光駅からバス2分
西河原下車、すぐ

浅江商店会(坂根)
0833-72-7000

ぼたん祭
4月15日(土)
　～30日(日)

冠山総合公園
日本庭園の一角、東屋周辺に百花の王と言われるぼたんが約
300株。赤や白、黄色などあでやかで美しい花が咲く。

ＪＲ光駅からバス12分
戸仲下車、徒歩7分

冠山総合公園
0833-74-3311

きものでぶらり
in	 むろづみ

4月8日(土) 海商通り
和服に身を包み海商通りを散策。ふるさと郷土館ではお楽しみ
抽選会やお抹茶の接待などもある。午前10時から午後0時ま
で。

ＪＲ光駅からバス22分
室積公園口行き
室積小学校前下車徒歩3分

光商工会議所
0833-71-0650

ばら祭
5月	 6日(土)
　～21日(日)

冠山総合公園
ローズガーデンに約330種1400株のオールドローズやイング
リッシュローズ。期間中土日には各種展示会あり。

ＪＲ光駅からバス12分
戸仲下車、徒歩7分

冠山総合公園
0833-74-3311

普賢まつり
5月14日(日)
	 	 	 	 15日(月)

	 	 	 	 	 	 	 室積
	 	 	 	 普賢寺周辺

性空上人の命日、江戸中期からのまつりで、普賢寺周辺の沿道
に、植木、陶器、雑貨等の露店が立ち並ぶ。

ＪＲ光駅からバス18分
室積下車

普賢寺
0833-79-1223

光アート＆クラフト
『想・創まつり』

5月20日(土)
　～21日(日)

冠山総合公園
イベント広場

全国の工芸作家の展示会やステージパフォーマンス、光市をア
ピールする物産展など。

ＪＲ光駅からバス12分
戸仲下車、徒歩7分

岩屋快山窯
0833-78-0399
090-6832-5992

椿まつり
5月27日(土)
	 	 	 	 28日(日)

室積陶芸の里
（伊保木・岩屋）

伊保木、岩屋地区の椿窯、美土里陶房の窯元で、人々との　交
流を図りながら陶器などが販売される。

ＪＲ光駅からバス22分
防長バス　伊保木下車

美土里陶房
0833-79-1545

ホタル観賞祭り
inつかり

5月27日(土) 里の厨
同好会員の案内で夜空を舞うゲンジボタルを鑑賞できる。　音
楽の野外演奏などがある。

山陽自動車道「熊毛IC」か
ら約10分(約5km)、光市役所
から約15分(約10km)

束荷コミュニティセン
ター
0820-48-2151

しょうぶ祭
5月27日(土)
～6月11日(日)

冠山総合公園
日本庭園のせせらぎ水路に沿って初夏を告げる約30種2500株の
花菖蒲。

ＪＲ光駅からバス12分
戸仲下車、徒歩7分

冠山総合公園
0833-74-3311

渚のライトアップ
7月1日(土)

～8月31日(木)
虹ケ浜海岸

虹ケ浜海岸約200ｍをライトアップし幻想的な空間を演出しま
す。

ＪＲ光駅から徒歩５分
光市商工観光課
0833-72-1400

海水浴場安全祈願祭
（海開き）

7月15日(土) 虹ケ浜海水浴場
海水浴場の安全を祈願して、虹ケ浜、室積海水浴場で、　　毎
年交互に開催される。

ＪＲ光駅からバス15分
室積新開下車、徒歩5分

光市観光協会
0833-48-8686

虹ケ浜海岸
白砂青松の海岸線が約3kmにも渡って続く西日本屈指の海水浴
場。

ＪＲ光駅から徒歩５分

室積海岸
ゆるやかな孤を描く白砂青松の海岸線が約５kmにも渡る海水浴
場。

ＪＲ光駅からバス15分
室積新開下車、徒歩5分

キャンプ場
（虹ケ浜・室積）

7月15日(土)
～8月20日(日)

虹ケ浜・室積
両海岸

虹ケ浜、室積両海水浴場に併設して開設される。テント、シャ
ワー、バーベキューセット等も有料で貸し出される。

ＪＲ光駅から徒歩3分
ＪＲ光駅からバス15分
室積新開下車、徒歩5分

光市観光協会
0833-48-8686

光花火大会
7月29日(土)
（荒天中止）

	 	 	 	 	 	 虹ケ浜
	 	 	 海水浴場一帯

光市の夏の風物詩、花火大会は約3,000発の花火が夏の夜空に
豪快に打ち上げられる。

ＪＲ光駅から徒歩５分
光市観光協会
0833-48-8686

サンドアート
ｉｎひかり

7月23日(日) 虹ケ浜海岸
虹ケ浜海岸は遠浅の海岸で、干潮時にできる干潟を利用して砂
のアートに挑戦する。

ＪＲ光駅から徒歩15分
浅江コミュニティセン
ター
0833-72-1438

島田人形浄瑠璃芝居
8月	 4日(金)
　	 	 5日(土)

光市民ホール
室町時代、疫病退散の祈願として始められた。山口県の無形文
化財にも指定されている（無料）

ＪＲ光駅からバス5分
島田市下車、徒歩10分

人形浄瑠璃芝居保存会
0833-71-0208

ふるさとの火まつり
周防柱松

8月	 5日(土)
立野西庄
旭橋周辺

江戸時代、五穀豊穣や疫病退散を願い始まった祭で、竹先に萩
の葉や花火を入れた籠に、下から松明を投げ入れる。

ＪＲ島田駅からバス
立野下車　徒歩10分

周防コミュニティセン
ター
0833-77-0848

おっぱいまつり 8月	 6日(日) あいぱーく光
「おっぱい都市宣言」の趣旨を広く理解していただく目的で開
催。母と子のふれあいを重視し、親子で参加できる。

ＪＲ光駅からバス12分
戸仲下車　徒歩3分

光市子ども家庭課
0833-74-3005

岩田駅前
ワイワイまつり

未定
大和総合病院
駐車場

商店会売り出し抽選会や菓子まきなどのステージイベント、地
元商店等による物販・出店などを行う。

ＪＲ岩田駅から徒歩5分
大和商工会
0820-48-2705

光まつり 10月1日(日) 光市民ホール周辺
市内園児による子どもみこし、市民パレード、物産販売、　ス
テージイベント等、市民総参加のまつり。

ＪＲ光駅からバス5分
島田市下車、徒歩10分

光商工会議所
0833-71-0650

みたらい湾花火大会
10月7日(土)
（荒天中止）

	 	 	 	 	 	 	 室積
	 	 	 御手洗湾一帯

室積御手洗湾一帯で、打ち上げ花火や水中花火が秋の夜空に繰
り広げられる。

ＪＲ光駅からバス18分
室積下車、徒歩5分

光市観光協会
0833-48-8686

早長八幡宮秋まつり 10月8日(日)
	 	 	 	 	 	 	 室積
	 	 	 	 早長八幡宮

そろいの法被に、白の腰巻姿で郷土色豊かな「木遣り唄」を歌
いながら山車を曳き回す勇壮なお祭。

ＪＲ光駅からバス18分
室積下車、徒歩5分

室積山車保存会
(室積コミセン内)
0833-78-0267

灯花祭 10月21日(土) 冠山総合公園
「和」をテーマに修景池や日本庭園周辺を「竹灯ろう」の　幻
想的な灯りで彩る。

ＪＲ光駅からバス12分
戸仲下車、徒歩7分

冠山総合公園
0833-74-3311

秋のばら祭
10月21日(土)
～11月	 5日(日)

冠山総合公園
ローズガーデンを中心に「秋ばら」の鮮やかな色彩と甘い　香
りが公園を包む。

ＪＲ光駅からバス12分
戸仲下車、徒歩7分

冠山総合公園
0833-74-3311

ひかり
ふるさとまつり

11月19日(日) 大和総合運動公園
特産品即売や新鮮な地元野菜の販売など、伝えよう郷土の味と
実りのよろこびをテーマに多彩なイベントを開催。

ＪＲ岩田駅から徒歩10分
光市農業耕地課
0833-72-1400

梅まつり
　2月10日(土)
～3月	 4日(日)

冠山総合公園
（梅の里）

約100種類、約2千本の梅が咲き乱れる梅園で、瀬戸内海を　一
望できる。毎週土・日曜日には野点、邦楽、舞踊など　　多彩
なイベントが開催される。

ＪＲ光駅からバス12分
戸仲下車、徒歩7分

光市商工観光課
0833-72-1400

長徳寺市 3月18日(日)
　　	 　立野
　　長徳寺境内

長徳寺の本尊十一面観音の縁日にあたる3月18日に、植木や陶
器等の露店が並ぶ。

ＪＲ島田駅からバス
立野下車　徒歩10分

長徳寺
0833-77-1646

◆問合わせ◆　　光市商工観光課　〒743-8501　山口県光市中央６丁目1-1(TEL　0833-72-1400）　ホームページ：http://www.city.hikari.lg.jp（光市）
　　　　　　　　光市観光協会　　〒743-0001　山口県光市大字室積村6288番地　冠山総合公園内（TEL0833-48-8686　FAX0833-48-8880）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホームページ：http://www.hikari-kanko.org/（光市観光協会）

　	 	 平成２９年度	 イベントカレンダー

　　          　（平成２９年４月～３０年３月）                                     光市・光市観光協会

海水浴場開設
7月15日(土)
～8月20日(日)

光市商工観光課
0833-72-1400

※このカレンダーの日程等は、天候及び主催者の都合等により変更となる場合がありますので予めご了承ください。	 

光市観光協会	  
マスコットキャラクター「ひ
かキョン」で～す！	




