
協賛のお願い

山口商工会議所 日本のクリスマスは山口から実行委員会　

日本のクリスマスは山口から実行委員会
〒753-0086 山口市中市町1-10    山口商工会議所内

℡ 083-925-2300  FAX 083-921-1555　http://www.xmas-city.jp/

■問  合  せ

■主　　催

■参加団体

■後　　援

日本のクリスマスは山口から実行委員会では、「12月、山口市はクリスマス市になる。」事業を

より魅力あるものにするため、協賛を募集しています。

史料
松田毅一・川崎桃太訳『フロイス日本史』中央公論社
村上直次郎訳注『続異国叢書　耶蘇会士日本通信（豊後篇）』上・下、一九三六年、帝国教育会出版部

History【歴史】

Message 【メッセージ】

12月、日クリバッジをつけてクリスマス市民になる。
にち

にち

室町時代、守護として山口を中心に治めていた大内氏は、

京都をはじめ朝鮮半島や中国大陸から様々な文化、学問、宗教を取り入れ、

西国一といわれるほどの経済的発展とともに文化あふれる個性的なまちづくりを行いました。

第31代当主大内義隆は、フランシスコ＝サビエルの布教の願いを寛容な心で受入れ、

翌1552年旧暦12月9日（西暦12月24日）、山口の地で降誕祭が行われました。

これが日本で初めてクリスマスが祝われた日と記録されています。

日クリバッジ2017版 〈１個〉1,000円

山口市　山口市教育委員会　山口市PTA連合会　スペイン大使館　スペイン政府観光局

一般社団法人山口県観光連盟　一般財団法人山口観光コンベンション協会　山口市商店街連合会　

ｔｙｓテレビ山口　ｙａｂ山口朝日放送　K R Y 山口放送　エフエム山口　山口ケーブルビジョン　

読売新聞西部本社　朝日新聞社　毎日新聞社　中国新聞防長本社　山口新聞社　サンデー山口　地域情報新聞　

　

アカデミア・デル・ベルカント　阿知須「いぐらの館」　ＮＰＯ法人大路小路まち・ひとづくりネットワーク　

狐の足あと　吉南青年会議所　近畿日本ツーリスト中国四国山口支店　クリエイティブ・スペース赤れんが

クリスマス・フィンランドプロジェクト実行委員会　クリスマスナイトフェスティバル実行委員会　

認定ＮＰＯ法人こどもステーション山口　こどもと本ジョイントネット21・山口　

下後河原町内親和会　シュルンマーリート　象頭山再生プロジェクト　豆子郎　中原中也記念館　

日本航空山口支店　「日本のクリスマスは山口から」クラシック・コンサート実行委員会　　m i r a i365　

防長交通山口営業所　ＮＰＯ法人歴史の町山口を甦らせる会　山口×プロジェクト　山口カトリック教会　

山口きずな音楽祭プロジェクト　山口クリスマス市プロジェクト　山口県立大学　山口県立美術館　

山口県立山口図書館　山口県立山口博物館　山口情報芸術センター［YCAM］ 山口市菜香亭　山口商工会議所女性会　

山口商工会議所青年部　山口市文化振興財団　山口市立中央図書館　山口大学　山口ふるさと伝承総合センター　

湯田地区商工振興会　湯田温泉旅館協同組合　山口料飲組合　小郡料飲組合　湯田温泉料飲社交組合　

イメージ写真

クリスマスバス
サンタさんに逢える路線バス

12.1［金］-12.31［日］
12月、山口市内の園児が飾り付けた
クリスマスバスが走ります。
土・日・祝日はサンタさんから
プレゼントがもらえるかも！
運行区間　山口市内3台（予定）
問合せ　TEL 083-922-2555　
　　　　防長交通㈱山口営業所まで

設定期間　2017年12月1日（金）～31日（日）ご搭乗分
設定路線　東京（羽田）-山口宇部線
適用条件　「特便割引」「先得」運賃の各適用条件に準じる

Transport【クリスマス号】

JALはクリスマス市を応援します！

12.1［金］-12.31［日］

山口クリスマス特便
山口クリスマス先得

●販売座席数には限りがございます。
●便・期間によっては設定のない場合がございます。

12月ご搭乗分の山口宇部ー東京（羽田）線「特便割引21」「特便割引１」を
「クリスマス特便」として、「先得割引」「スーパー先得」を「山口クリスマス先得」として
運賃名称を変更し、山口地域活動を応援しています。

●運賃、スケジュールについてはJALのホームページをご参照ください。www.jal.co.jp

の

他

山口商工会議所

龍福寺蔵

合い言葉は、「　　　　　　　　　　　　 　 」

大内義隆とフランシスコ・サビエルの「きずな」を賛美し、

大切な家族や仲間との「きずな」、

サビエルを魅了した日本各地との「きずな」を深め温め合うまち。

わたしたちクリスマス市民は、

歴史に学び、平和で寛容な心の文化が開花する、

まちの未来を創造します。

神戸市立博物館蔵

＝ X（絆）：大内義隆×フランシスコ＝サビエル 
＝ Xａｖｉｅｒ（サビエル） 
＝ X-mas 

写真／雪舟庭ライトアップ〈2014年〉

写真／国宝瑠璃光寺五重塔ライトアップ写真／国宝瑠璃光寺五重塔ライトアップ
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通年実施 12.23［土］-12.25［月］
常栄寺　雪舟庭

主催 （一財）山口観光コンベンション協会、常栄寺 雪舟庭

18：00～21：00　※最終入場20：30まで
拝観料：300円（中学生以上）

大内の灯in雪舟庭

4香山公園

日没～22：00
国宝瑠璃光寺五重塔ライトアップ
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テレビ山口本社

17：00～22：00 17：00～22：00
全体的に青と白を基調とした美しいイルミネーショ
ンをお届けします。テレオンにも会いにきてね！ 

山口市商店街連合会

日没～

12.1［金］-12.31［日］

イルミネーションの灯りで商店街が幻想的な雰囲
気に包まれ、クリスマスを盛り上げます！

中心商店街が光り輝く！商店街イルミネーション

山口市中心商店街

（一財）山口観光コンベンション協会

12.1［金］-12.31［日］（予定）

JR山口線各駅をイルミネーションで飾り付けます。
平成30年には全駅に取り付ける予定です。

つながるイルミネーション

湯田温泉、山口駅、徳佐駅、他

17：00～21：00

11月下旬-12.26［火］
大殿あかりさんぽ2017

大殿大路周辺

11.24［金］-12.25［月］

一の坂川に架る橋（琴水橋～亀山橋まで）をイルミ
ネーションで飾ります。

12.1［金］-12.30［土］
一の坂川琴水橋～亀山橋

下後河原町内親和会

NPO法人大路小路まち・ひとづくりネットワーク

17：00～22：00
一の坂川イルミネーション

竪小路沿いと敷地内にクリスマスイルミネーションを灯
します。まなび館内のクリスマスツリーもご覧ください。

12.1［金］-12.25［月］
山口ふるさと伝承総合センター

山口ふるさと伝承総合センター

クリスマスイルミネーション

山口市街や大内方面が一望できる象頭山の頂上に
注目！！青い光も輝きます。

12.1［金］-12.31［日］
象頭山山頂

象頭山再生プロジェクト

気晴らしの丘・象頭山～ひかる象のイルミネーション～

12.1［金］-12.31［日］
中原中也記念館前

町屋が残る通りをライトアップします。

12.2［土］
一の坂川交通交流広場及び周辺

16：30～18：30（予定）　　
一の坂川交通交流広場 及び 周辺

日本のクリスマスは山口から点灯式

18：00～22：00
ｙａｂの局舎前を青や白を基調とした小さなお星
さまと大きくてカラフルなお星さまたちが彩ります。
点灯の様子はＪチャンやまぐちで放送します！

ｙａｂウィンターイルミネーション2017

t y s テレビ山口株式会社

yab山口朝日放送株式会社

山口朝日放送本社

12.1［金］-12.25［月］

山口大学

17：00 ～ 22：00
11月30日はツリー点灯式　18：00 ～ 19：00

11.30［木］-12.25［月］

学生によるパフォーマンス！！
ヤマミィからのクリスマスプレゼント！！！

冬のイルミネーションツリー

山口大学吉田キャンパス正門付近

（一社）吉南青年会議所

18：00 ～ 22：00

12.3［日］-12.25［月］（予定）

山口の陸の玄関口、新山口駅をイルミネーショ
ンで飾付けします。大内義隆とサビエルの出会いで生まれた奇跡

をサーチライト・レーザーなどの光で演出します。

新山口駅イルミネーション事業

新山口駅　南北自由通路

近畿日本ツーリスト中国四国山口支店

12.1［金］-12.3［日］
やまぐち光誕祭

山口サビエル記念聖堂

12.23［土・祝］-1.8［月・祝］〈予定〉
阿東地域交流センター地福

高さ20mを超え
る2本のもみの
木に電飾した巨
大ツリーの下で、
楽しいイベント
を実施します。ツ
リー点灯の瞬間
は必見です。

第24回 クリスマスナイトフェスティバル

クリスマスナイト
フェスティバル
実行委員会

14：00 ～ 19：50
ツリー点灯期間 12/23（土・祝）～ 1/8（月・祝）日没～翌朝
入場無料
 

ｔｙｓテレビ山口クリスマスイルミネーション2017

「旧サビエル記念聖堂シンボルモニュメント」
や「一の坂川桜イルミネーション」、「ちょうちんツ
リー」をカウントダウンとともに同時点灯しま
す！点灯式に華を添えるクリスマスイベントも開
催しますのでお楽しみに！

Light up【山口の灯り】

山口商工会議所青年部

日没～22：00
カイヅカイブキの
木を、フィンランド
国旗カラーである
青と白のイルミ
ネーションが彩り
ます。
山口市観光交流課
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バッジ協賛特典
詳しくはホームページへ
日クリバッジ2017 検索

チケット販売箇所
近畿日本ツーリスト各店舗   
全国のファミリーマート店舗内Famiポート   

チケット販売箇所
近畿日本ツーリスト各店舗   
全国のファミリーマート店舗内Famiポート   

おとなペア  1,700円  
親子ペア     1,200円  
おとな（高校生以上）      900円  
こども（未就学児無料） 400円  

おとなペア  1,700円  
親子ペア     1,200円  
おとな（高校生以上）      900円  
こども（未就学児無料） 400円  

前売券

12月2日（土）　５回上映（時間入替制）   
18：00・18：40・19：20・20：00・20：40
12月3日（日）　４回上映（時間入替制）
18：40・19：20・20：00・20：40
※１日は貸切公演のため、一般の方はご入場いただけません。

クリスマス・フィンランドプロジェクト
中原中也記念館前イルミネーション


