
場所 イベント名 場所 イベント名

ウェルカムゾーン 10:00 ～ 18:00 神出鬼没！　わくわくドキドキ！　ストリートパフォーマンス！ ウェルカムゾーン 10:00 ～ 18:00 神出鬼没！　わくわくドキドキ！　ストリートパフォーマンス！

9:00 ～ 16:00 山口ゆめ花博　いけばな展 9:00 ～ 12:30 メッセージローズをつくろう！　安藤美姫フラワーアレンジメントワークショップ

10:00 ～ 17:00 ボタニカルキャンドルづくり 9:00 ～ 16:00 ハンドメイド　オイル式万華鏡

11:00 ～ 12:00 はなかっぱキャラクターショー「野菜大好き」第1回 13:00 17:00 山口県和太鼓の祭典

15:00 ～ 16:00 はなかっぱキャラクターショー「野菜大好き」第2回 9:00 ～ 17:00 美　ウォーク　in　きらら　（第7回ノルディックウォーキングフォーラム）

9:00 ～ 16:30 ミレー 種まく人 さをり織との出会いのよろこびを 9:00 ～ 16:30 ミレー 種まく人 さをり織との出会いのよろこびを

9:00 ～ 20:30 花と人形　夢遊”だいだい” 花と人形　夢遊”だいだい”

9:00 ～ 21:00 ボランティア・チャレンジ写真展 やさしいハーブ利用法　～サフランバスケット作り～

10:00 ～ 14:30 やまぐち子どもふるさとサミット 9:00 ～ 21:00 ボランティア・チャレンジ写真展

9:00 ～ 17:00 けん玉体験ワークショップ～さわってあそんで、新はっ”けん”～ 9:00 ～ 17:00 けん玉体験ワークショップ～さわってあそんで、新はっ”けん”～

WITTY　女性起業家　きらめきワークショップ WITTY　女性起業家　きらめきワークショップ

WITTY　女性起業家　ゆめ花博　体験型展示ブース WITTY　女性起業家　ゆめ花博　体験型展示ブース

糸紡ぎ体験　ワタから糸を作ってみよう！ 糸紡ぎ体験　ワタから糸を作ってみよう！

～謎を解いてお宝ゲット～ お天気×ぼうさい　宝さがしゲーム 10:00 ～ 16:00 日本初！ランプ灯りの「シルエットアートコンテスト」

10:00 ～ 16:00 日本初！ランプ灯りの「シルエットアートコンテスト」 13:00 ～ 20:30 オールハンズダンスプロジェクト 手話ダンス・未来につなぐ、心の花を咲かせよう

9:10 ～ 9:30 やまぐちわらんちゃ☆エイサー隊 9:10 ～ 9:30 杖道演武

10:00 ～ 11:00 山口中央高校合唱部ミニコンサート♪ 10:00 ～ 12:00 市町デー（ステージイベント）田布施町

11:00 ～ 12:00 森のシンフォニー 12:00 ～ 13:00 オールハンズダンスプロジェクト 手話ダンス・未来につなぐ、心の花を咲かせよう

12:00 ～ 13:00 防府ミュージカルキッズダンスアカデミーソング＆ダンスゆめ花博バージョン 13:00 ～ 14:00 日本舞踊　茜屋出雲流　茜会　　塩浜太鼓

13:00 ～ 15:00 市町デー（ステージイベント）美祢市 14:00 ～ 15:00 アロハ！！　ハワイアン　フラ

17:00 ～ 18:00 音楽ステージ 15:00 ～ 16:00 ハピポム♪スペシャルステージ

18:00 ～ 19:00 ＴａｒＴａｒ－Ｓｏｕｒｃｅ　ＬＩＶＥ 16:00 ～ 17:00 歌唱パフォーマンス

9:00 ～ 17:00 市町デー（ＰＲブース）美祢市 17:00 ～ 18:00 ＴＨＥ　三叉路

9:00 ～ 19:00 暮らしに役立つ刑務作業製品 18:00 ～ 19:00 音楽演奏

環境学習体験イベント 大工さんが教える親子木工教室

特別名勝　岡山後楽園 市町デー（ＰＲブース）田布施町

出張！　木育キャラバン・移動おもちゃ美術館 9:00 ～ 19:00 暮らしに役立つ刑務作業製品

竹細工～竹とんぼ、竹のコースター～ 環境学習体験イベント

ハロウィンイベント　～ランタン作り～ くらしを支える税

サイクル県やまぐちPRブース ハロウィンイベント　～ランタン作り～

9:00 ～ 18:00 ペレットストーブ実演展示 サイクル県やまぐちPRブース

9:00 ～ 20:30 食品ロスを減らせ！サルベージパーティ 9:00 ～ 18:00 ペレットストーブ実演展示

山の外遊びゾーン 10:00 ～ 16:00 わらアートワークショップ 10:00 ～ 16:00 わらアートワークショップ

海の外遊びゾーン 10:00 ～ 17:00 自衛隊山口地方協力本部　広報ブース 10:30 ～ 15:30 岩のぼり（インストラクターによる特別レッスン）

「緑の募金」子どもたちのあそびば 「緑の募金」子どもたちのあそびば

ＥＶ車等次世代自動車の体験会 ＥＶ車等次世代自動車の体験会

未来パークにいける龍生派いけばな展2018 未来パークにいける龍生派いけばな展2018

木の実であそぶ 木の実であそぶ

みんなで大きなやまりんを描こう！ みんなで大きなやまりんを描こう！

9:00 ～ 16:00 スポーツ・レクリエーション広場 ２０５０年の森づくり

10:00 ～ 15:30 つくって揚げよう「花博凧」 11:00 ～ 12:00 赤十字シンボルツリー「イトスギ」の記念植樹

9:00 ～ 20:30 ゆめ花大道芸 9:00 ～ 16:00 スポーツ・レクリエーション広場

14:30 ～ 15:00 海上自衛隊岩国基地/小月基地所属航空機による展示飛行 10:00 ～ 15:30 つくって揚げよう「花博凧」

9:00 ～ 21:00 ふわふわドーム 会場全体 9:00 ～ 20:30 ゆめ花大道芸

9:00 ～ 日没 似顔絵サービス 9:00 ～ 18:00 癒しの音　ライアー演奏

11:00 ～ 15:00 ジャンベ　ワークショップ 9:00 ～ 21:00 ふわふわドーム

14:00 ～ 14:30 海上自衛隊小月基地　航空学生ファンシードリル 9:00 ～ 日没 似顔絵サービス

11:00 ～ 15:00 ジャンベ　ワークショップ

９月２９日（土） ９月３０日（日）
時間 時間

多目的ドームA
多目的ドームA

多目的ドームB
多目的ドームB 9:00 ～ 20:30

森のピクニック（ガーデンハウス） 森のピクニック（ガーデンハウス）9:00 ～ 20:30
9:00 ～ 20:30

森のピクニック（PRブース）

9:00 ～ 20:30
森のピクニック（屋外PRブース）

9:00 ～ 17:00

9:00 ～ 20:30

森のピクニック（ピクニックサイト）

9:00 ～ 17:00

森のピクニック（ピクニックサイト）
9:00 ～ 17:00

山の外遊びゾーン

2050年の森ゾーン 9:00 ～ 17:00
9:00 ～ 17:00

海の大草原ゾーン

会場全体 海の大草原ゾーン

会場全体（ドーム外周辺）

会場全体（ドーム外周辺）

森のピクニック（ステージ）

森のピクニック（ステージ）

2050年の森ゾーン

【福をつかめ！1,000の大福餅まき】

　場所／森のピクニックゾーン（ステージ）　　

　時間／９：４０～１０：００　※時間が変更になることがあります。

　「果子乃季」にご提供いただいた大福餅をまきます。

【52日の花たちの詩「KIRARA RING」】

　場所／森のピクニックゾーン　　

　時間／１９：００～１９：４０（受付開始１８：３０）

　※天候により中止となる場合があります。夢のたね実施日（10/6予定）は行いません。

【海のステージ】

　場所／海の外遊びゾーン

　時間／①１１：３０～１２：００　　②１３：３０～１４：００

　　　　　 ③１５：３０～１６：００　　④１７：３０～１８：００

  出演／ハーフトーン（9/29）　山根好美（9/30）

　浜辺を背景に海風を感じながら気持ちの良い音楽をお届けします。

【明治１５０年記念　山口めぐりっとカードミニポイントラリー】

　場所／会場全体（案内・抽選所：維新体験館前）

　時間／９：００～１７：００

　会場内のポイント全５箇所を全て回られた方に「幕末維新回廊グッズ」等をプレゼント。

ウィークリーイベントリスト

（９月１７日現在）

毎日開催のデイリーイベント！

９月２９日（土）～１０月５日（金）

体験プログラム     展 示      音楽ライブ     パフォーマンス     その他

【はなかっぱキャラクターショー】

　９月２９日（土）

　場所／多目的ドームA（ドームグランドフィールド）

　時間／第１回ステージ　11：00～12：00

　　　　　 第２回ステージ　15：00～16：00

　

　子どもに大人気のはなかっぱがゆめ花博へ来場！

　ステージショーと握手撮影会を実施します。

【メッセージローズをつくろう！

安藤美姫フラワーアレンジメントワークショップ】

　９月３０日（日）

　場所／多目的ドームA（ドームグランドフィールド）

　時間／9：00～12：30　

　

　世界的に活躍したフィギュアスケート選手として、幅広い

年代から人気があり、また、国民からも広く親しまれている、

安藤美姫さんによるワークショップを実施します。

　※ワークショップ参加には、事前申し込み及び参加費が必要です。

　　（ホームページより申込み可）

　※観覧自由です。

ピックアップイベント

©2010AT／HKP

☎お問合せ「情報センター」0836-38-8719



場所 イベント名 場所 イベント名

ウェルカムゾーン 10:00 ～ 18:00 神出鬼没！　わくわくドキドキ！　ストリートパフォーマンス！ ウェルカムゾーン 10:00 ～ 18:00 神出鬼没！　わくわくドキドキ！　ストリートパフォーマンス！

多目的ドームB 9:00 ～ 21:00 ボランティア・チャレンジ写真展 9:00 ～ 16:00 ハンドメイド　オイル式万華鏡

9:00 ～ 17:00 平成３０年度「ゆめの未来公園を描こう！」コンテスト 9:00 ～ 21:00 ボランティア・チャレンジ写真展

9:00 ～ 20:30 糸紡ぎ体験　ワタから糸を作ってみよう！ 9:00 ～ 17:00 平成３０年度「ゆめの未来公園を描こう！」コンテスト

WITTY　女性起業家　きらめきワークショップ 9:00 ～ 18:00 中国地方都市美協議会都市景観パネル展

WITTY　女性起業家　ゆめ花博　体験型展示ブース プリザーブドフラワーと紙バンドの親子ワークショップ（ハロウィンアレンジ）

森のピクニック（ステージ） 15:00 ～ 17:00 花のように・・・・ 笑顔の花が咲く

9:00 ～ 17:00 サイクル県やまぐちPRブース 1つの音符を選んでつなげて曲を完成させよう

開運メイク＆ハンドマッサージ 木製プレート作り

お花のモチーフを使ってイヤリングを作ろう。　その他いろいろ。 山口県周防大島産のバラを使った万華鏡のワークショップ

森のピクニック（ピクニックサイト） 9:00 ～ 11:00 人権の花風船飛ばし 10:00 ～ 15:00 中国地方都市美協議会都市景観パネル展

2050年の森ゾーン 9:00 ～ 17:00 未来パークにいける龍生派いけばな展2018 15:20 ～ 15:40 シンガポール星日文化協会日本語コーラス

海の大草原ゾーン 10:00 ～ 15:30 つくって揚げよう「花博凧」 9:00 ～ 18:00 中国地方都市美協議会都市景観パネル展

会場全体 9:00 ～ 20:30 ゆめ花大道芸 9:00 ～ 20:30 安心な素材は土づくり

会場全体（ドーム外周辺） 9:00 ～ 日没 似顔絵サービス 2050年の森ゾーン 9:00 ～ 17:00 未来パークにいける龍生派いけばな展2018

海の大草原ゾーン 10:00 ～ 15:30 つくって揚げよう「花博凧」

会場全体 9:00 ～ 20:30 ゆめ花大道芸

場所 イベント名

ウェルカムゾーン 10:00 ～ 18:00 神出鬼没！　わくわくドキドキ！　ストリートパフォーマンス！

多目的ドームA 9:00 ～ 16:00 山口ゆめ花博　いけばな展 場所 イベント名

9:00 ～ 17:00 平成３０年度「ゆめの未来公園を描こう！」コンテスト ウェルカムゾーン 10:00 ～ 18:00 神出鬼没！　わくわくドキドキ！　ストリートパフォーマンス！

WITTY　女性起業家　きらめきワークショップ 多目的ドームB 9:30 ～ 17:00 山口県のお花で楽しむ手作りプリザーブドフラワー

WITTY　女性起業家　ゆめ花博　体験型展示ブース 9:00 ～ 17:00 平成３０年度「ゆめの未来公園を描こう！」コンテスト

森のピクニック（ステージ） 13:00 ～ 15:00 ほのぼのマジックショー！！ 9:00 ～ 18:00 中国地方都市美協議会都市景観パネル展

9:00 ～ 17:00 サイクル県やまぐちPRブース プリザーブドフラワーと紙バンドの親子ワークショップ（ハロウィンアレンジ）

お花のモチーフを使ってイヤリングを作ろう。　その他いろいろ。 笑顔の花が咲く

安心な素材は土づくり 1つの音符を選んでつなげて曲を完成させよう

2050年の森ゾーン 9:00 ～ 17:00 未来パークにいける龍生派いけばな展2018 木製プレート作り

海の大草原ゾーン 10:00 ～ 15:30 つくって揚げよう「花博凧」 山口県周防大島産のバラを使った万華鏡のワークショップ

会場全体 9:00 ～ 20:30 ゆめ花大道芸 13:00 ～ 14:00 オスカル・みゆき　in　ゆめ花博

会場全体（ドーム外周辺） 9:00 ～ 日没 似顔絵サービス 17:00 ～ 18:00 Ｃａｆｅ Jack ＬＩＶＥ

9:00 ～ 20:30 ニコニコキッズキッチン　～食の実験室～

18:00 ～ 19:00 純粋に音楽を楽しもう!!

海の外遊びゾーン 大声出してストレス解消　山口ゆめ花博の会場で花をさけぶ

場所 イベント名 未来パークにいける龍生派いけばな展2018

多目的ドームA 14:00 ～ 16:00 山口ゆめ花博　いけばな展 ロールベール落書き・小動物の展示・ふれあい

多目的ドームB 16:00 ～ 21:00 ボランティア・チャレンジ写真展 海の大草原ゾーン 10:00 ～ 15:30 つくって揚げよう「花博凧」

9:00 ～ 17:00 平成３０年度「ゆめの未来公園を描こう！」コンテスト 会場全体 9:00 ～ 20:30 ゆめ花大道芸

プリザーブドフラワーと紙バンドの親子ワークショップ（ハロウィンアレンジ） 会場全体（ドーム外周辺） 9:00 ～ 日没 似顔絵サービス

笑顔の花が咲く

1つの音符を選んでつなげて曲を完成させよう

14:00 ～ 14:30 ＩＫＥＮＯＢＯＹＳ柿沢正一がやってくる！　いけばなＬＩＶＥパフォーマンス

15:00 ～ 16:30 松崎雅子　シャンソン・アフタヌーンコンサート

9:00 ～ 17:00 サイクル県やまぐちPRブース

お花のモチーフを使ってイヤリングを作ろう。　その他いろいろ。

安心な素材は土づくり

2050年の森ゾーン 9:00 ～ 17:00 未来パークにいける龍生派いけばな展2018

海の大草原ゾーン 10:00 ～ 15:30 つくって揚げよう「花博凧」

会場全体 9:00 ～ 20:30 ゆめ花大道芸

１０月１日（月） １０月４日（木）
時間 時間

１０月２日（火）
時間

１０月５日（金）
時間

１０月３日（水）
時間

多目的ドームB

森のピクニック（ガーデンハウス）

9:00 ～ 20:30

9:00 ～ 20:30

森のピクニック（PRブース）
9:00 ～ 20:30

森のピクニック（ステージ）

森のピクニック（PRブース）

森のピクニック（ガーデンハウス）
9:00 ～ 20:30

森のピクニック（PRブース）

9:00 ～ 20:30
9:00 ～ 20:30

森のピクニック（ステージ）

森のピクニック（PRブース）

2050年の森ゾーン 9:00 ～ 17:00

森のピクニック（ガーデンハウス）
9:00 ～ 20:30

森のピクニック（ステージ）

森のピクニック（PRブース）
9:00 ～ 20:30

森のピクニック（ガーデンハウス）

森のピクニック（ガーデンハウス）

体験プログラム     展 示      音楽ライブ     パフォーマンス     その他

【福をつかめ！1,000の大福餅まき】

　場所／森のピクニックゾーン（ステージ）　　

　時間／９：４０～１０：００　※時間が変更になることがあります。

　「果子乃季」にご提供いただいた大福餅をまきます。

【52日の花たちの詩「KIRARA RING」】

　場所／森のピクニックゾーン　　

　時間／１９：００～１９：４０（受付開始１８：３０）

　※天候により中止となる場合があります。夢のたね実施日（10/6予定）は行いません。

【海のステージ】

　場所／海の外遊びゾーン

　時間／①１１：３０～１２：００　　②１３：３０～１４：００

　　　　 　③１５：３０～１６：００　　④１７：３０～１８：００

　出演／財津香織（10/1）　上田雅子（10/2）　ソレイユトリオ（10/3）

　　　　　 上田雅子（10/4）　王丹（10/5）

　浜辺を背景に海風を感じながら気持ちの良い音楽をお届けします。

【明治１５０年記念　山口めぐりっとカードミニポイントラリー】

　場所／会場全体（案内・抽選所：維新体験館前）

　時間／９：００～１７：００

　会場内のポイント全５箇所を全て回られた方に「幕末維新回廊グッズ」等をプレゼント。

（９月１７日現在）

毎日開催のデイリーイベント！

ピックアップイベント

☎お問合せ「情報センター」0836-38-8719

【明治150年記念　薩長土肥４県連携企画展】
　１０月５日（金）～８日（月）

　場所／維新体験館

　時間／9：00～21：00

　

　常設の「幕末・維新関連資料展示」に加え、期間中限

定で鹿児島県（西郷隆盛）、山口県（吉田松陰）、高知

県（坂本龍馬）、佐賀県（鍋島直正）の幕末・維新期ゆ

かりの品々が集います。

　

【ご協力のお願い】

会場内にはゴミ箱を設置しておりませんので、ゴミは各自でお持ち帰りいただくことになります。

ただし、会場内の店舗でご購入された飲食等に係るゴミは、ご購入された各店舗で回収していた

だくことになっておりますので、ご購入された店舗へご返却ください。

ご面倒をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。


