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Eco Park きららいず
◆クライミングタワー
料金／１人500円／10分
※運動しやすい服装と靴でお越しください。

◆マウンテンバイク・ファットバイク
料金／１人500円／20分
※運動しやすい服装と靴でお越しください。

◆ワークショップ
◆お弁当販売
◆干潟観察
◆段ボール窯でピザ作り体験
料金／1,000円 ◆山口大学・山口紙芝居

山口の昔話や紙芝居等の上演。

◆移動図書館ぶっくん
　　　　図書の貸し出し・青空読書。

◆高校生全力企画
現役高校生が全力で取り組む企画。

◆ハダシランド
スラックライン・ジップライン・キッズパル
クール・バランス忍者・けん玉等。

◆ぶちうま！ウルトラクイズ
　　　14：00～　　　11：00～、14：00～
参加資格は18歳未満の子ども。賞品は
やまぐち和牛燦1kgなど。

大芝生広場で遊ぼう
◆BMX＆スケードボードshow
体験料金／BMX無料・ボード500円
プロライダー中務クリス泰法さんたち
によるパフォーマンスのデモンストレー
ション。スケートボードのデモンストレー
ションと体験。クラフトエールの販売。

◆ローラースキー＆インラインスキー体験
クロスカントリー、アルペンスキーのオフシーズン練習体験。

◆空中散歩
料金／1人500円
高所作業車で17mの上空へ。

◆たこあげあそび
　　　　たこあげセット（３００円）
凧名人の凧でたこあげ体験も。

9日のみ

8日のみ
8日 9日

◆動物愛護アクション
8のみ
動物愛護団体の活動紹介
等。

◆燃料電池自動車（県公用車）
　（トヨタ・MIRAI）展示
ゆめ花ミュージックで使用する電源の
供給をデモンストレーション。
新型も登場します。

◆ぶらやま体験ブース
①電動バイクの展示&試乗会
②ぶらやまWeb登録画面の提示で狐
の足あと「こぎつねソフト+足湯」のデジ
タルチケットをプレゼント! ※数量限定

8日のみ

森と遊ぼう 　　　　

◆森のクラフト体験＆販売・山野草つみ体験＆販売
山野草体験料（500円）

◆山野草寄せ植え・苔玉づくり・木工品販売
体験料（500円）

◆木製品の展示＆販売・間伐植樹ゲーム
◆木製品展示・木材クイズ・積み木競争
木材利用パネル展示。

◆温度計作り体験　
◆タケノコ加工品販売＆ヒノキかんなくずクラフト
水煮タケノコ販売（350円）・ヒノキかんなくずクラフト（500円
2本／人／1日20人）

◆昆虫教室　参加者にはカブトムシの幼虫無料配布。

◆木工体験　体験料（500円）
◆パネル展示・リーフレット配布
◆森林ボランティアコーナー　パネル展示など。

8日のみ

9日のみ

◆木工体験＆
　竹とんぼ飛ばし競争
◆装飾品作成体験
体験料（200円）

◆逆立ちコマづくり　
◆鮎のつかみどり
鮎つかみと希望者には塩焼き。

◆緑の募金活動
種＆風船など無料配布・緑の募金
ゲーム・パネル展示。

◆巨大孟宗竹
　コンクール

フラワーマーケット＆ミルクジャパン
◆映えるフラワーフォトスポット
撮影スポット設置。無料。

◆フラワーマーケット
県産花きの苗等を展示・販売。

◆フラワーアレンジメント体験
料金／500円（各回先着10名）
10：30～、11：30～、13：00～、14：00～
※各回30分前から整理券配布。

◆お花の寄せ植え体験
料金／500円（各回先着10名）
10：30～、13：00～、14：30～
※各回30分前から整理券配布。

◆ぶちうま！デジタルコーナー
デジタルサイネージ展示。ぶちうま！アプリの新規
登録者には各日先着50名に花束プレゼント。場内
でP獲得コーナー設置。

◆椎茸駒打ち体験
　　　　原木椎茸を楽しむコーナー・駒打ち体験
（800円）・椎茸BBQ（500円）・椎茸茶試飲・椎茸商
品物販。

◆牛乳で日本を元気に「ミルクジャパン」
10：00～15：00（山口県酪農乳業協会）
牛乳の試飲（1000人分
無くなり次第終了）・チラ
シ配布。搾乳キットを
使った搾乳体験・紙パッ
ク工作。（午前・午後1回・
20名ずつ）

8日のみ

Let's AGTION!
　　 みんなで県消県産チャレンジ
◆直売所に行こう
JA女性部による加工品等の販売
JA青壮年部による青果物の販売

◆応援しよう
ぬりえコーナー
農家さんを応援するぬりえ。参加者
にはシールをプレゼント。（1日先着
500名）
フォト投稿キャンペーン
ＪＡ山口県公式Instagramアカウン
トをフォローして、ＪＡブースのフォト
スポットや、ＪＡブースの写真を
Instagramに投稿すると、新米をプ
レゼント。（1日先着500名）

◆農業の役割を知ろう
田んぼの生き物調査
アンケートに答えて田んぼの生き物
に見立てた景品を釣って、農業と生物多様性
保全の大切さを学ぼう。（1日先着500名）

◆旬を食べよう
新米の試食・緑茶の販売
山口の色んな品種の新米を食べ比べて、
山口米の魅力を知ろう！

◆ＪＡってなあに？
マスコットによるチラシ配布
ＪＡグループのマスコットが大集合！どのキャ
ラクターに会えるかはお楽しみ。
保健師による健康チェック・健康相談
10：00～12：00、13：30～15：30
ＪＡは病院も運営しています！

グルメ
◆マルキュウストア
丸久オリジナル特製弁当、冷たい飲み
物、アイスクリームの販売。とくぢ味噌
とシマヤの商品紹介も行います。

◆果子乃季ストア
ゆめ花博で大人気
だった「やまぐち
大福餅」が復活！

◆TOTOMATO
ランチボックス販売（1000円）

◆グルメキッチン・キッチンカー
・キッチンカーコレクション
・豚肉加工品　　・ハモフライ
・揚げかまぼこ　・焼鳥
・クラフトエール

ゆめ花ミュージック
◆アコースティック・トレイン
森のステージでアコースティック編成の音楽
ステージ。原田侑子さんによるライブも。

◆2050ミュージック・フィールド
芝生の上で開放感いっぱいのアコースティッ
ク編成の音楽ステージ。

アウトドア体験キャラバン
大芝生広場で思いっきりアウトドアを遊ぼう！
キャンピング、フライングディスク、クッブ、
ヒューストン安全吹き矢、スポーツチャンバラ、
ネイチャーゲーム、プレーパーク、
スポレク広場

県民活動アンバサダー
　　・ボランティア活動
場内巡回。（場内感染症予防対策呼びか
け活動、場内マップの配布・簡単な案内）
手玉体験コーナーなど、アンバサダーオ
リジナル企画もします。

会場案内

運営本部受付

イベント内容や場所は変更の
場合があります。詳しい情報は
ホームページをご確認ください。

インクルーシブパーク
最新の遊具が約20種類登場。障がいがあってもなくても、誰でも
分けへだてなく遊べる公園です。それぞれの遊び方で楽しめるよ
うな工夫がいっぱい。ぜひ体感してみてください。

ホームページ
▼

笑味ちゃん
©みんなのよい食プロジェクト

安心安全ヘルシーに
◆400ml献血
10:00～12：00、
13：15～16：00
400mL献血限定。
大福餅ふるまい。

◆防災グッズの展示＆手作り体験
８日のみ ①非常用持ち出し袋とグッズの展
示②段ボール簡易トイレの展示③防災グッ
ズづくり体験。

◆体組成測定（InBody470）
　　　　体成分分析装置InBody470を用
いて、筋肉量･体脂肪量の測定を実施。その
他、健康づくりに関する啓発を行います。

◆吹奏楽演奏
８日　　 13：00～　場所／森のステージ
ゆめの種など 演奏

◆山口県警察広報
８日
●被害者支援・少年非行および薬物乱用防止
●サイバー犯罪被害防止●交通事故抑止
●パトカー＆ミニ白バイ展示●VR擬似体験

◆山口県警察音楽隊演奏
８日　　 11：00～11：30　
場所／森のステージ

◆山口市消防音楽隊
　演奏パレード
８日　　 10：30～11：00
圧巻！大芝生広場でパレード行進。

◆消防救急啓発車両展示
　＆ハシゴ車搭乗体験

9日のみ

8日のみ

8日のみ

8日のみ

8日のみ

8日のみ

9日のみ

原田侑子

ゆめはな花壇
パートナー企業・ボラ
ンティア・地域の子ど
もたちみんなでつくっ
た「ゆめはな花壇」を
お楽しみください。

ホームページ
▼

8日のみ

◆山口トヨペット＊
　ピクニックガーデン
アウトドア・車中泊モデル車の展示。アウ
トドアスタイルの展示提案など。

◆ふく太郎ふく子キッチンカー

ぶちうま！アプリのポイントをGETしよう！！
このマークが目印！
ポイントGETできるQRコード設置場所（4ヶ所）
P
LINEミニアプリ「ぶちうま！アプリ」内で貯まる独自のポ
イントです。まずは右のQRコードから、LINEのお友達登
録をお願いします。ポイントを貯めて県産農林水産物を
お得に購入しよう！

友達登録は
こちらから

「ぶちうま！アプリ」で
 ポイントを貯めよう！

ゆめ花大道芸
パフォーマンスのプロが会場に集結。
広い会場のあちらこちらで繰り広げられる大道
芸パフォーマンスをお楽しみに。

自然を感じよう
◆アウトドアヨガ
　　　　9：20～10：20　料金／1人1,500円
当日枠は先着10名（8：50受付開始）
芝生の上で音楽を聴きながらリラックスした状態
でヨガを実施。ヨガ教室講師：藤井弘美先生。

◆なぞときおさんぽ
　　　　10：00～16：00（最終受付15：00）
料金／1人500円（付き添いの方の料金は不要）
大芝生広場内に設置されたなぞをとくウォークラ
リー。

8日のみ

9日のみ

ゆめ花マルシェ


