祭り

花の見頃・見どころ
4月上旬〜下旬

12月〜1月上旬

大道理 芝桜まつり

周南冬 のツリーまつり

棚田のあぜ道に咲く10万本以
上の芝桜を自由に散策できま
す。散 策 路 の 途 中 に は 軽 食
コーナーや売店もあります。

7月下旬または8月上旬

貴船神社 夏祭り

徳 山 駅 前 街 路 樹 を電 飾 や
LEDライトで飾る周南の冬
の風 物 詩。青空公園に大 型
キャンドル 型ツリーを設 置
し、
ドラマチックな光の演出
を展開する
「天空のライティ
ングフラワーショー」
が行わ
れています。12月には 集中
イベントが開催されます。

周南緑地公園桜の森

桜

【3月下〜4月上】 〈ソメイヨシノ・八重桜〉1,550本

瀬戸内海国立公園「太華山」

〈ソメイヨシノ〉520本

緑と文化のプロムナード

〈ソメイヨシノ〉約100本（桜のトンネル）

永源山公園

350本

〈ソメイヨシノ〉680本

12月上旬

か の 冬花 火
「 銀嶺の舞 」

9月下旬

周南市の静かな山間の鹿野地区で行わ
れる珍しい冬の花火大会です。花火と
光と音響をコラボレーションさせ、鹿
野の夜空をロマンチックに彩ります。
15時 頃よりバ ザ ー や 露 店、クリスマ
スコン サートが行われ大抽 選会も開
催。花火の時間まで盛り上げます。

山﨑八幡宮「本山神事」
元禄１５
（１７０２）
年に、
徳山藩主・毛利
元次が、
五穀豊穣を祈願して山﨑八幡宮
に馬場を新設するとともに、
その秋祭か
ら祈願神事として本山・爺婆山を奉納し
たことにより始まったものとされます。

〈ソメイヨシノ・山桜〉300本

チューリップ 永源山公園
【4月】

15，000〜16，000本

つつじ

周南緑地公園

〈ヒラドツツジ−〉
7,190本〈サツキ〉
3,020本

【4月下〜5月上】 〈ドウダンツツジ〉520本〈総数〉10,730本

永源山公園

〈ヒラド・キリシマ・サツキ・ドウダン〉
総数35,000本

シャクナゲ

周南西緑地公園万葉の森

ハナショウブ 周南西緑地公園
紅葉

【11月上〜11月下】

開催時期

春

瀬戸内海国立公園「太華山」山開き

太華山山頂

4月上旬

桜まつり

市内各地

大道理芝桜まつり

大道理鹿野地地区

長野山山開き

長野山緑地公園

永源山つつじ祭り（同時開催 まんどころ来てみん祭）

永源山公園〜ゆめ風車通り

4月29日
5月3日・4日

夏
〈6月〜8月〉

6月上旬〜中旬

ほたる祭り

市内各地

7月下旬

徳山夏祭り

徳山駅周辺

7月下旬

貴船神社夏祭り

貴船神社

8月第一土曜日
9月下旬
10月上旬

秋
〈9月〜11月〉

〈12月〜2月〉

サンフェスタしんなんよう

新南陽駅前一帯、政所周辺

山﨑八幡宮「本山神事」

山﨑八幡宮

永源山公園ゆめ風車まつり

永源山公園

ボラ

イド

（株）トモタ
（株）トヨタレンタリース山口徳山新幹線口店
周南市千代田町2628−1 TEL.0834−22−0100

日産レンタカー徳山新幹線駅前店
ニッポンレンタカー中国（株）徳山駅新幹線口営業所
周南市千代田町1-20 TEL.0834−32−0919

タイムズカーレンタル徳山駅前店

漢陽寺/高瀬峡/黒岩峡など
山野草の

山野草

エキ

【3月〜10月】 〈山野草〉350種

周南近鉄タクシー（株）
TEL.0834−21−0088

（有）徳山西部交通
TEL.0834−26−1111

（有）西部新宿交通
TEL.0834−26−1234

TEL.0834−21−0015（西松原営業所）
TEL.0834−25−1531（久米営業所）

周南市住吉2−8 TEL.0120−022120

徳山個人タクシー協会
TEL.0834−62−4863

レンタサイクル

徳山個人タクシー協同組合
TEL.0834−25−3580

観光案内所「まちのポート」
TEL.0834−22−8691

駅レンタカー徳山営業所
周南市御幸通2−28 TEL.0834−31−6013

大津島ふれあいセンター
周南市大津島2823-1 TEL.0834−85−2777

ゴルフ場
周南カントリー倶楽部

周南市大字安田355 TEL.0833−91−0311

ユニマット山口ゴルフ倶楽部

周南市大字八代723 TEL.0833−91−0540

徳山カントリークラブ

宿泊施設

周南市大字長穂1415 TEL.0834−88−0500

中須ゴルフ倶楽部
堀川旅館

ホテルアルフレックス

周南市野上町2−23 TEL.0834−21−0217

周南市御幸通2−14 TEL.0834−31−8600

旅館湊家

ホテル・アルファーワン徳山

周南市千代田町9−1 TEL.0834−32−0334

周南市平和通2−47 TEL.0834−21−8855

ホテルAZ山口徳山店

ホテルルートイン徳山駅前

周南市本町1−21 TEL.0834−32−5511

周南市本町1−35 TEL.0834−27−1117

ホテルサンルート徳山

緑屋旅館

周南市築港町8−33 TEL.0834−32−2611

周南市橋本町2−11 TEL.0834−31−1600

ホテル青山

ホテルクラウンヒルズ徳山

周南市毛利町3−36 TEL.0834−21−3535

周南市本町2−30 TEL.0834−22−5400

徳山第一ホテル

きしだ

周南市若宮町1−30−1 TEL.0834−22−5522

周南市清水2−6−5 TEL.0834−62−3226

ますや旅館

ビジネスホテル青柳

周南市住崎町9−1 TEL.0834−21−1748

周南市政所1−9−6 TEL.0834−62−3087

みぎた旅館

割烹旅館大正館

12月上旬

かの冬花火「銀嶺の舞」

鹿野総合体育館周辺

周南冬のツリーまつり（イルミネーション点灯）

御幸通り、青空公園 ほか

周南冬のツリーまつり 集中イベント

御幸通り、青空公園 ほか

周南市川端町1−7 TEL.0834−21−3697

周南市福川2−10−30 TEL.0834−62−2637

徳山駅周辺

ホテル徳山ヒルズ

藤屋旅館

周南市平和通り2-50 TEL.0834-34-0331

周南市福川中市町10−24 TEL.0834−62−2490

東横イン徳山新幹線口

ビジネスイン成和

周南市千代田町2−7 TEL.0834−32−1045

周南市久米1283−3 TEL.0834−34−8146

ビジネスホテル五十鈴

佐野屋旅館

周南市栄町1−32 TEL.0834−31−9303

周南市平和通2−46 TEL.0834−31−9307

「周南市観光ボランティアガイドの会」事務局
TEL 0834-33-8424

TEL.0834−31−3355

今心サービス（株）CALレンタカー

徳山駅周辺

※お申込みは 1 週間前までにお願いします。
※ガイド料金は無料ですが、ガイドの交通費等、
実費の負担はお願いします。

三和交通（株）

第一交通（株）

周南みなとまつり

「工場夜景の日」記念イベント

観光タクシー

周南市住崎町1−22 TEL.0834−22−1280

10月下旬

ボランティアガイドのお申込みは…
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周南市新宿通3-23 TEL.0834−31−7525

コアプラザかの周辺

12月下旬

ティ ア ガ

サンコーレンタカー徳山営業所

かのふるさとまつり

2月23日

ン

周南市千代田町5−14 TEL.0834−33−0543

10月中旬

12月〜1月上旬（予定）

冬

開催場所

4月上旬

4月上旬〜下旬

〈3月〜5月〉

イベント

オリックスレンタカー徳山駅新幹線口店

【7月中〜8月上】 〈大賀ハス〉2,000株

【6月上〜6月中】 75種 20,000株

イベントカレンダー

築港町68−2 TEL.0834−33−8833

天神山公園（鹿野）

【4月中〜5月中】 約300株

ハス

レンタル819

周南市御幸通2−28 TEL.0834−31−6013

周南市築港町10−10 TEL.0834−22−1234

大道理

芝桜

【4月上〜4月下】 10，000㎡ 100，000本

レンタルバイク

駅レンタカー徳山営業所

周南市新田二丁目6−1 TEL.0834−62−4610

高瀬湖

天神山公園

「海を渡る神輿」
として有名な貴船神社夏祭
りは、
約300年前に安全と大漁を祈願して
行われたことを起源として伝えられます。

レンタカー

周南市大字中須南798 TEL.0834−89−0011

周防カントリークラブ

周南市大字長穂2393−6 TEL.0834−88−1200

徳山国際カントリー倶楽部

周南市大字四熊1192 TEL.0834−63−4111

休日夜間診療所
〈内科・外科〉
周南市休日夜間急病診療所
周南市慶万町10−9
TEL.0834−32−2299

〈小児科〉
周南地域休日・夜間
こども急病センター（周南こどもＱＱ）
周南市孝田町1−1 徳山中央病院内
TEL.0834−28−9650
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