
◯主催  山口ゆめ回廊博覧会実行委員会（山口市交流創造部山口ゆめ回廊博覧会推進室内）
◯お問い合わせ  TEL／083-934-4152  E-mail／kenouhaku@city.yamaguchi.lg.jp
◯公式WEBサイト  http://yumehaku.jp　◯Instagram  @yumehaku2021
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祝！ゆめはく開幕。7市町で人気のショップや博覧会を彩るアーティストが大集合！ライブやパフォーマンス、ワークショップ、展示など、たのしいイベントがいっぱいの2日間。

こんにちは、ゆめはく！

ゆめはくとは、山口県央連携都市圏（山口市・宇部市・萩市・防府市・美祢市・山陽小野田市・島根県津和野町）で開催する『山口ゆめ回廊
博覧会』の愛称。ゆめはくでは、地域の特徴をいかしたイベントがもりだくさん! 特別な場所で体験するアートと食のコラボレーションや、
普段は見ることができない場所を案内するスペシャルなまち歩きなど、ゆめはくで「いま・ここ」でしか体験できないイベントに参加しよう！！
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山口ゆめ回廊博覧会オープニングイベント

新山口駅北口交通広場・KDDI維新ホール1階会場
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林 隆雄
「ゆめの宝船」

出会いの広場
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エスカレーターそばExhibition

Live & Performance

Talk

FM Yamaguchi

Workshop

Marché

※イベントエリアでは必ずマスクを着用
されるようお願いいたします。各会場で
の手指消毒にご協力ください。
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キッチンカー

髙橋匡太・ゾンビママ
❸

4

1髙橋匡太
犬ん子・チャンキー松本

ゾンビママ

原田和明「コロコロゆめ回廊」

11:30–12:00

12:00–12:30
イフクキョウコ

陣内大蔵（ライブ）

大和良子・陣内大蔵
12:00–12:55

ちんどん おてんきや with チャンキー松本

10:30–11:00

10:05–10:20
シンボル作品除幕式

11:00–11:30

10:00–15:00

13:00–13:30

10:00–15:00

13:30–14:00

13:30–15:00
犬ん子・チャンキー松本

10:00–15:00

エスカレーター

14:00–15:00

14:00–14:30
レインボー岡山

インフォメーションセンター／SELECT YUMEHAKUi

山口ゆめ回廊博覧会のイベント情報や会場へのアクセスなどをご案
内。7市町のセレクトアイテムを販売する『SELECT YUMEHAKU（セ
レクトゆめはく）』も開設。　営業時間｜9:00－18:00（物販は17:30まで）

「山口ゆめ回廊
  博覧会PR映像」



新山口駅北口交通広場
1階エスカレーターそば、
およびKDDI維新ホール
1階ホワイエ

アート作品に参加したり、
地域の工芸や特産品作り
を体験したり、ここでしか
できないとっておきの体験
をお楽しみください。

ちんどん おてんきや
with チャンキー松本

光や映像によるパブリックプロジェクショ
ン、インスタレーション、パフォーマンス公
演など幅広く国内外で活動する。ゆめはく
では7市町の各所でワークショップ『7市町
のひかりの実』を開催。

京都を拠点に活動する映像作家。ゆめはく
が開催される7つの市町を巡り、回廊を紹
介する動画を制作。

10:00–15:00

13:30–14:00

12:00–13:00

10:25–11:05 14:00–15:00 12:00–12:30

11:00–11:30

13:30–15:00

*新型コロナウイルス感染症対策により、お持ち帰り商品を
  販売しています。詳細は会場でご確認ください。

天然酵母100%、ナッツやドライフ
ルーツは有機オーガニック、お野菜
も無農薬無化学肥料の有機野菜
のみを使い、体と心においしいパン
を作っています。

美祢市にあるフレッシュベーカリー
です。店内で製造し、焼きたて・揚
げたてを販売しています。当店の1
番人気は、なんといっても塩バター
パン！！そのまま食べても、具材を挟
んでサンドにしてもおいしいです。

Performance

la fete du pain HAGI
萩市内の人気パン6店舗のパンが
買えるブース。萩産の和牛「長萩和
牛」を使った限定商品や、各店舗の
人気商品が並びます。参加店舗：
Panaderia KIKI、ブーランジェリー
住吉丸、Brasserie Lab、MOCO
CAFE、yuQuri、ルコパン

萩市

糧×ハイカラ製作所
島根県津和野町の山あいで旬を味
わえるカフェ、暮らしの学び舎とし
て運営しています。月に1・2度、天
然酵母やこだわり素材で作られた
「ハイカラ製作所」のパンやお菓子
も販売しています。

津和野町

1 2大和良子 Yoshiko Yamato

山口県萩市生まれ山口市育ち
のラジオDJ・フリータレント。
毎週水曜日には番組内コー
ナー「山口ゆめ回廊Human 
Relay」を放送し、山口ゆめ回
廊（ナナシマチ）の魅力を発信
している。

陣内大蔵 Taizo Jinnouchi

山口県宇部市出身のシンガー
ソングライター。1988年にメ
ジャーデビュー。以降「心の扉」
「空よ」「深呼吸」「僕は風 君は
空」などのヒット曲を含む11枚
のオリジナルアルバムをリリー
ス。放送終了後には新山口駅
北口交通広場にてスペシャル
ライブも！

『こんにちは、ゆめはく！ゼロスタTalking 』

Live & Performance

Live

［ トーク ］Talk

［ ワークショップ ］Workshop

［ 公開生放送 ］FM Yamaguchi

［ 展示 ］Exhibition

1 2

3 4 5

1

1

3

4

1 2 3 4

［ 音楽ライブやパフォーマンス ］

生き残った者の掟
山口市の中心商店街の裏側で、
ベーグルを中心に慎ましく営業して
います。場所がわかりにくいとの声
をよくいただくので、当日は地図を
携えて参加いたします。

Sai CoffeeRoastery
山口市矢原駅の近くにあるSpecia
ltyCoffee専門店。心地いいフルー
ツのような酸味と甘みが印象的な
コーヒー。お客さまの好みに合わせ
たコーヒーをご提案いたします。

Nishida Coffee
山口市湯田温泉にある自家焙煎
コーヒー豆屋です。コーヒー豆のほ
か、お土産品などさまざまな商品を
取り揃えています。当日は特別なブ
レンドでコーヒーを淹れてお待ちし
ています。

ブーランジェリー ソレイユ pois082
山口県産小麦粉を主に、国産小麦
粉を使用。長州酒造さんの酒粕か
らおこした天然酵母のパンや、長
時間熟成発酵させた高加水のパン
など、個性を活かした製法で味わ
い深い食事パンや焼菓子を作って
います。

abisu
子どものおこづかいでも買える、駄菓
子屋さんみたいな雑貨店です。ハンド
メイドの布小物やヘアアクセなどを
取りそろえています。

オグハウス
恐竜のたまごワークショップを開催
します。

工房まほろ
ハンドメイドのUVレジンアクセサ
リーを販売しています。

ときつ養蜂園
日本有数の蜜源地が育てる高級は
ちみつを販売します。

中村自然農園
無農薬野菜を販売します。

A

B

うふふごはん
萩市を中心に移動販売するキッチ
ンカー。季節の食材、生産者とのつ
ながりを大切に、お客さまに寄り添
いながら、お料理を通して「うふふ」
となる時間を作っています。

Mキッチン
名前の由来はmost（最高を目指
し）、minimal（最小限の物で素材
の持ち味を活かし）、miracle（奇跡
の味を求めて）。心と体に優しいメ
ニューをご提供します。

Nature Stock
市内を中心に害獣被害対策の一
環でジビエメニューのご提案と振
興活動をしています。今回は、地元
産フルーツの自家製シロップを使
用したクリームソーダ（¥500～）を
準備してお待ちいたしております。

C

おいでマルシェ
山口市内で毎月開催している
ファーマーズマーケットが登場

7市町からこだわりの
パンと珈琲のお店が集まる！

A B パンと珈琲 Cキッチンカー
山口県産の食材にこだわった
グルメやドリンクが楽しめる

7市町で人気のショップが大集合！
各地域のグルメや手作りの品々を、
ぜひお手にとってご覧ください。

山口市

山口市

山口市 山口市美祢市 美祢市

山口市

山陽小野田市

まちのパン工房 とげまる
湯田温泉のはずれにある小さなパ
ン屋さんです。ひとつひとつにこだ
わりを持ったパンがずらり。なかで
もオススメは、チキンチキンごぼう
サンドです。

山口市 山口市

山口市 山口市

瀬戸内モリンガ

山口市

萩市

隙間珈琲
隙間に、珈琲を。
HP : sukimacoffee.stores.jp
IG : @sukima_coffee

美祢市

天然酵母ぱん おはなきっちん

宇部市

｜阿東文庫地域
ホスト 渡邉朋也

藤 浩志
明日香 健輔

1
2
3

進行役 聞き手
パーソナリティ ゲストDJ

ゲスト

服部滋樹山出淳也

｜美術家・秋田市文化創造館館長

｜山口情報芸術センター[YCAM]

外 売募

髙橋匡太

ゆめはくのディレクター陣や参加
アーティストなど、多彩なゲスト
をお迎えするトークイベント。そ
れぞれの活動や作品に込めた想
いなどをお話しいただき、これか
ら始まるイベントの楽しみ方や、
ゲストの視点から捉えた圏域の
魅力などをお伝えします。

ゲスト 7市町をつなぐリレー形式のトークイベント『ゆめはくカ
フェ』で、2021年5月15日にオンライン開催した「芸術文化
のコミュニティ・派生するサロン」の続編を開催！トークの
内容と地域の魅力が詰まった情報誌『ゆめはくカフェ通信 
kakeru』も配布します。

FM山口 ゼロスタジオにて、人気ラジオ番組を公開
生放送。番組終了後にはゲストDJによるスペシャル
ライブも開催！

林 隆雄 原田和明曽谷朝絵

外 売募 佐々木 範子

虹色の水の波紋がつくる、光の
渦のような作品。昼と夜で違う
表情を見せる

チェーンソーアートの宝船に乗っ
て、ゆめはくの回廊をイメージし
たキャラクターたちが登場！

7市町をイメージしたコースを
ボールが転がり続ける！ゆめはく
オリジナルの木製からくり装置

博覧会のテーマを表現した7本
の映像作品を上映

山口県産のスーパーフード「モリン
ガ」を使ってさまざまな商品開発を
しています。 
IG : @setouchimoringa

どっぷり演歌から異国
の歌まで、そのとき、そ
の場、おてんき次第でか
たちを変える自由で愉
快なチンドン屋

レインボー岡山
レインボー岡山によるガ
イドツアー。アーティスト
の案内で会場をめぐり、
みんなで会場に7色の虹
を架けよう！

doravideo／
一楽儀光

モジュラーシンセを中心
に映像やレーザー、照明
を自在に操る唯一無二
のフォーマンス

イフクキョウコ
山口を拠点に活動する
ダンサーが、ゆめはくに
ちなんだダンスパフォー
マンスを披露！

ゾンビママ髙橋匡太

会期中に7市町各所で開催する、果実栽
培用の袋に笑顔のイラストを描くワーク
ショップの第1回目。集まった袋にはLED
を入れ、「ひかりの実」として展示します。

犬ん子・チャンキー松本

『犬ん子・チャンキー松本 お茶の間アワー』
ゾンビ坊やを養うため、日々ゾンビ活動
をおこなうゾンビママによるゾンビメイク
体験！！

『ゾンビママの寺子屋ぞんび』『7市町のひかりの実』

新山口駅北口交通広場

地元パフォーマーから世界的に活躍するミュージシャンまで、多彩な
出演者によるライブ＆パフォーマンスが会場を盛りあげます！

ゆめはくトーク ゆめはくカフェ【番外編】

©山本悠挿し絵事務所1 2 3

新山口駅北口交通
広場のステージにて、
イベントの案内や

見どころなどをご紹介！

NHK連続テレビ小説『おちょやん』オープニ
ングアニメを手がけた犬ん子とチャンキー松
本による、切り絵、紙しばい、ミニチュア屋台
づくりなど、お祭りをテーマにしたワーク
ショップ。

*各作品の展示場所は
  裏面のガイドマップを
  ご覧ください。

山口市

KDDI維新ホール1階ホワイエ KDDI維新ホール 出会いの広場

［ マルシェ ］Marché

10:00–15:00

参加無料 ／     KDDI維新ホール1階ホワイエ

KDDI維新ホール１階 メグリバカフェ

2 3

10:00–15:00

12:00–12:55

山出淳也聞き手

2

山口ゆめ回廊博覧会 クリエイティブディ
レクター。地域や企業のブランディングや
プロダクトの企画・制作など、多岐にわ
たって活動するgrafの代表を務めるデザ
イナー・クリエイティブディレクター。

graf 服部滋樹

山口ゆめ回廊博覧会コンダクター、
BEPPU PROJECT 代表理事

第11回やまぐち新進アーティス
ト大賞受賞作家の作品を転写
したテキスタイルを展示

5組のアーティストに
よる、ゆめはくのため
に作られた作品をお
披露目します。

ステージ メインスタジオ KDDI維新ホール
出会いの広場

*4回開催。受付および
  実施時間は裏面の
  タイムスケジュール
  をご覧ください。

金光一昭総合司会

広島県出身のラジオパーソナリ
ティ。大学生時代からRCC中国放
送をはじめとするテレビ・ラジオで
活躍。エフエム山口では2003年春
から金曜午後の番組に出演中。現
在は新山口駅北口交通広場のゼ
ロスタジオから公開生放送のバラ
エティ番組「H a p p y  H a p p y  
FRIDAY（ハッピーハッピーフライ
デー）」（金13:30～18:55）のパーソ
ナリティを務めている。

11:00–11:30

7市町で人気のショップが集まるマルシェや、個性豊かなアーティストによるライブやパフォーマンス、ワークショップ、展示などで、ゆめはくの開幕をにぎやかに飾ります。

受
付
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安田レイ

安田レイ（ライブ）
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VIDEOTAPEMUSIC

レインボー岡山
12:30–13:00

羊屋白玉 ❷ ❸大石 始

受付

11:30–12:0011:00–11:30
❹受付

14:00–14:30
❹ レインボー岡山レインボー岡山 受付

受付

11:00–11:40 12:10–12:50

11:30–12:00 12:30–13:00
船越雅代
13:30–14:00

◯主催  山口ゆめ回廊博覧会実行委員会（山口市交流創造部山口ゆめ回廊博覧会推進室内）
◯お問い合わせ  TEL／083-934-4152  E-mail／kenouhaku@city.yamaguchi.lg.jp
◯公式WEBサイト  http://yumehaku.jp　◯Instagram  @yumehaku2021

ゆめはくとは、山口県央連携都市圏（山口市・宇部市・萩市・防府市・美祢市・山陽小野田市・島根県津和野町）で開催する『山口ゆめ回廊
博覧会』の愛称。ゆめはくでは、地域の特徴をいかしたイベントがもりだくさん! 特別な場所で体験するアートと食のコラボレーションや、
普段は見ることができない場所を案内するスペシャルなまち歩きなど、ゆめはくで「いま・ここ」でしか体験できないイベントに参加しよう！！

※イベントエリアでは必ずマスクを着用
されるようお願いいたします。各会場で
の手指消毒にご協力ください。
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10:00–15:00キッチンカー
C

祝！ゆめはく開幕。7市町で人気のショップや博覧会を彩るアーティストが大集合！ライブやパフォーマンス、ワークショップ、展示など、たのしいイベントがいっぱいの2日間。

虹の通路

新山口駅北口 2F

2F

1F

新山口駅南口

3

KDDI維新ホール3F

1

新山口駅北口 1F

ステージ
FM山口 ゼロスタジオ

メグリバカフェ

キッチンカー

ワークショップエリア

ワークショップ
エリア

虹の通路

北口交通広場

ホワイエ

2 佐々木 範子
「雑歌」「陽光」

飲食エリア

1

メインスタジオ

林 隆雄
「ゆめの宝船」

出会いの広場

KDDI維新ホール1F

C

i

4

ロータリー
髙橋匡太

1 外 売募4 レインボー岡山

5
4 レインボー岡山

原田和明「コロコロゆめ回廊」

2 9～
Food & Craftワークショップ

エスカレーター

エスカレーターそば

U-zhaanelephant
10:10–10:30

山口
ホルンクラブ

10:00–15:00

レインボー岡山
13:00–13:30

13:30–14:00

パンと珈琲 10:00–15:00

10:00–15:00

パンと珈琲B

エスカレーター

14:00–15:00

14:00–15:00

曽谷朝絵 「鳴る色（RingingColors）」

Food & Craftワークショップ

トイレ
受付

Exhibition

Live & Performance

Talk

FM Yamaguchi

Workshop

Marché

「山口ゆめ回廊
  博覧会PR映像」

山口ゆめ回廊博覧会のイベント情報や会場へのアクセスなどをご案
内。7市町のセレクトアイテムを販売する『SELECT YUMEHAKU（セ
レクトゆめはく）』も開設。　営業時間｜9:00－18:00（物販は17:30まで）

インフォメーションセンター／SELECT YUMEHAKUi



新山口駅北口交通広場
1階エスカレーターそば、
およびKDDI維新ホール
1階ホワイエ

受
付

『徳地手すき和紙のアクセサリー作り』

糧×ハイカラ製作所
島根県津和野町の山あいで旬を味
わえるカフェ、暮らしの学び舎とし
て運営しています。月に1・2度、天
然酵母やこだわり素材で作られた
「ハイカラ製作所」のパンやお菓子
も販売しています。

ゴトウパン
山口市旭通りに去年オープンした
小さなパン屋です。国産小麦のみ
を使用し、小麦の香りを大事にした
パンを焼きあげています。具材も、
できるだけ地元農家さんの食材を
使った自家製のものを使用。美味
しく安心なパンが並びます。

Sai CoffeeRoastery
山口市矢原駅の近くにあるSpecia
ltyCoffee専門店。心地いいフルー
ツのような酸味と甘みが印象的な
コーヒー。お客さまの好みに合わせ
たコーヒーをご提案いたします。

隙間珈琲
隙間に、珈琲を。
HP : sukimacoffee.stores.jp
IG : @sukima_coffee

yuQuri
日常にそっと寄り添う町のパン屋で
ありたい。暮らしのなかでほんの少
し豊かな時間を過ごしてもらえた
ら。ささやかだけど、パンにも役に立
つことがあったらいいなと思います。

山口市山口市

山口市 山口市

津和野町 山口市

萩市

美祢市

美祢市

山口市 山口市津和野町

Mキッチン
名前の由来はmost（最高を目指
し）、minimal（最小限の物で素材
の持ち味を活かし）、miracle（奇跡
の味を求めて）。心と体に優しいメ
ニューをご提供します。

Nature Stock
市内を中心に害獣被害対策の一
環でジビエメニューのご提案と振
興活動をしています。今回は、地元
産フルーツの自家製シロップを使
用したクリームソーダ（¥500～）を
準備してお待ちいたしております。

nijiiro 716 ［ニジイロナナイロ］
日常に彩りをお届けする、幸せの黄
色いキッチンカー。山口県産の食
材をメインに使用した「おにぎり
ドッグ」と、凍らせたフルーツとヨー
グルトなどを使った7種類の「716
スムージー」を販売中。

山口市 防府市

防府市

美祢市

7市町で人気のショップが集まるマルシェや、個性豊かなアーティストによるライブやパフォーマンス、ワークショップ、展示などで、ゆめはくの開幕をにぎやかに飾ります。

［ 展示 ］Exhibition

1 2

3 4 5林 隆雄 原田和明曽谷朝絵

外 売募 佐々木 範子

虹色の水の波紋がつくる、光の
渦のような作品。昼と夜で違う
表情を見せる

チェーンソーアートの宝船に乗っ
て、ゆめはくの回廊をイメージし
たキャラクターたちが登場！

7市町をイメージしたコースを
ボールが転がり続ける！ゆめはく
オリジナルの木製からくり装置

博覧会のテーマを表現した7本
の映像作品を上映

*各作品の展示場所は
  裏面のガイドマップを
  ご覧ください。 第11回やまぐち新進アーティス

ト大賞受賞作家の作品を転写
したテキスタイルを展示

5組のアーティストに
よる、ゆめはくのため
に作られた作品をお
披露目します。

山口ホルンクラブ

10:10–10:30 11:00–11:40

Performance

Live & Performance

Live

1 2 5

［ 音楽ライブやパフォーマンス ］

山口県内各地でフレン
チホルンの演奏や、珍し
いアルプホルンのアン
サンブルなどの活動を
展開

レインボー岡山
レインボー岡山によるガ
イドツアー。アーティスト
の案内で会場をめぐり、
みんなで会場に7色の虹
を架けよう！

elephant
US/UKのカルチャーや
サウンドを軸に、エモか
らポストロックまで飲
み込んだ山口産オルタ
ナバンド

地元パフォーマーから世界的に活躍するミュージシャンまで、多彩な
出演者によるライブ＆パフォーマンスが会場を盛りあげます！

ステージ ステージ

12:10–12:50

3 U-zhaan
インドの伝統楽器タブ
ラの奏者。坂本龍一を
はじめ多くのミュージ
シャンとコラボレーショ
ンするなど幅広く活動

ステージ

14:00–15:00

4 VIDEOTAPEMUSIC
ミュージシャンであり、
映像ディレクター。VHS
映像やピアニカを使っ
てライブする

メインスタジオ

新山口駅北口交通広場

KDDI維新ホール1階ホワイエ

～

*4回開催。受付および実施時間は
  裏面のタイムスケジュールをご覧ください。

［ トーク ］Talk KDDI維新ホール１階 メグリバカフェ ［ 公開生放送 ］FM Yamaguchi 13:00–13:55

FM山口 ゼロスタジオにて、人気ラジオ番組を公開生放送。番組終
了後にはゲストDJによるスペシャルライブも開催！

『CITY GIRLS MUSIC』

1 安田レイ
13歳で音楽ユニット『元気ロケッツ』に参加。
2 0歳を迎えた2 0 1 3年 7月には、シングル
「Best of My Love」でソロシンガーとしてデ
ビュー。2015年11月にリリースしたドラマ「結
婚式の前日に」主題歌、「あしたいろ」で「第57
回輝く！日本レコード大賞」新人賞を受賞。放
送終了後には新山口駅北口交通広場にてス
ペシャルライブも！

安田レイがナビゲートする『CITY GIRLS MUSIC』は新旧のシティ
ポップを中心にさまざまな街、時間帯、季節感、気候のイメージがリン
クする楽曲をオンエアする番組。街中に心地よい音楽が流れる時間を
演出しています。FM山口では毎週火曜日20:00～20:30に放送中。ゼ
ロスタジオでの公開録音は初。山口ゆめ回廊博覧会の話題をからめて
収録します。

ゲストDJ

ゆめはくのディレクター陣や参加
アーティストなど、多彩なゲストを
お迎えするトークイベント。それぞ
れの活動や作品に込めた想いなど
をお話しいただき、これから始まる
イベントの楽しみ方や、ゲストの
視点から捉えた圏域の魅力などを
お伝えします。

ゆめはくトーク

Yumehaku Art ＆ Food in RURIKOJI
『Osmosis 滲透』構成・演出。国内外で、そ
の土地を食文化、文化人類学、歴史などの
視点から掘り下げ、食で表現する活動を展
開する。2018年より京都Farmoon 主宰。

Yumehaku Ar t ＆ Food in TOKIWA 
museum 『つみくさあそび』の演出を務め
る。演出家、劇作家、俳優。「指輪ホテル」芸術
監督。国内外の劇場やサイトスペシフィック
な環境で演劇作品を発表している。 

13:30–14:00

12:30–13:00

1

3

羊屋白玉

船越雅代

ゲスト

2

国内外の地域文化・音楽を追うライター。
「地域の歌を掘り起こす」をテーマに7市町
の魅力を再発見する。

大石 始

11:30–12:00

山出淳也聞き手

山口ゆめ回廊博覧会コンダクター、
BEPPU PROJECT 代表理事

［ ワークショップ ］Workshop

参加無料

アート作品に参加したり、
地域の工芸や特産品作り
を体験したり、ここでしか
できないとっておきの体験
をお楽しみください。

!

1

2 9

髙橋匡太

会期中に7市町各所で開催する、果実栽
培用の袋に笑顔のイラストを描くワーク
ショップの第1回目。集まった袋にはLED
を入れ、「ひかりの実」として展示します。

『7市町のひかりの実』

4 徳地和紙ワークス

山口の自然から生まれた徳地手すき和
紙。徳地和紙ワークスの見て楽しく、触
れて気持ちのいい紙でアクセサリーをつ
くり、和紙の軽やかさを感じてみてくだ
さい。

21 香味園上領茶舗

江戸時代より津和野で愛飲されているノ
ンカフェインの健康茶・ざら茶をはじめと
する、オーダーメイドブレンド茶作り。体
調や気分、飲むシーンに合わせて作ってみ
よう！

『オーダーメイドブレンド茶を作ろう！』

3 ステンドグラスKei

身近に置いて楽しくなるものを作ります。
『ステンドグラスで小物作り』

『プランツギャザリング体験』

5 patio de Hanaco 6 Halu靴工房

プランツを使ったアートな作品作りを体
験してみませんか？

『オーダーメイドシューズ』
オーダーメイドシューズを中心に、レザーに
関するものであれば何でも製作しています。
オーダーメイドシューズの良さを伝える為
に、色々な人と出逢い、話し、触れあって、
知っていってもらえたらと思っています。

『アクセサリー作りワークショップ』

7 ヒュプフラ

いつまでも美しい女性でありたいという
思いから、キラキラ可愛いアクセサリーを
作っています。ワークショップでお好みの
アクセサリーを作ってみませんか？

『あなただけのオリジナルキャンドル作り』

8 YUKI.MARJAT 9 YURI Chalk Art ＋ 絵顔屋きらら

見て、飾って、灯して、癒やされるキャンド
ルを製作しています。同じものは2度と作
れないというのもキャンドル作りの魅力
の1つ。あなただけのオリジナルを一緒に
作ってみませんか？

『看板アート体験』
10cm角の黒板に自分の好きな絵や文字
を描く、看板アートを体験してみません
か？

10:00–15:00

［ マルシェ ］Marché 10:00–15:00

Nishida Coffee
山口市湯田温泉にある自家焙煎
コーヒー豆屋です。コーヒー豆のほ
か、お土産品などさまざまな商品を
取り揃えています。当日は特別なブ
レンドでコーヒーを淹れてお待ちし
ています。

ブーランジェリー ソレイユ
美祢市にあるフレッシュベーカリー
です。店内で製造し、焼きたて・揚
げたてを販売しています。当店の1
番人気は、なんといっても塩バター
パン！！そのまま食べても、具材を挟
んでサンドにしてもおいしいです。

山口市 美祢市

Cキッチンカー
山口県産の食材にこだ
わったグルメやドリンク
が楽しめる

KDDI維新ホール
出会いの広場

新山口駅北口交通
広場のステージにて、
イベントの案内や

見どころなどをご紹介！

金光一昭総合司会

広島県出身のラジオパーソナリティ。大
学生時代からRCC中国放送をはじめとす
るテレビ・ラジオで活躍。エフエム山口で
は2003年春から金曜午後の番組に出演
中。現在は新山口駅北口交通広場のゼロ
スタジオから公開生放送のバラエティ番
組「Happy Happy FRIDAY（ハッピーハッ
ピーフライデー）」（金13:30～18:55）の
パーソナリティを務めている。

天然酵母100%、ナッツやドライフ
ルーツは有機オーガニック、お野菜
も無農薬無化学肥料の有機野菜
のみを使い、体と心においしいパン
を作っています。

天然酵母ぱん おはなきっちん

宇部市

宇部市

石窯パン工房 須恵の郷
地元のお客様に愛される店となる
ことを願い、「焼きたて、作りたて、
揚げたて」を掲げて2005年に山陽
小野田市で開業。2010年には山
口市に山口店をオープン。56年の
歴史があり、100年続く会社を目指
して日々奮闘しています。

山陽小野田市

BENCH
宇部新川駅近くの小さなパン屋で
す。国産小麦、きび砂糖、自然塩と
天然酵母。シンプルな材料でゆっく
り時間をかけて発酵させた優しい
味わいのパンをお届けします。

7市町で人気のショップが
大集合！各地域のグルメや
手作りの品々を、ぜひお手
にとってご覧ください。

7市町からこだわりの
パンと珈琲の
お店が集まる！

Bパンと珈琲

KDDI維新ホール1階
ホワイエ

*新型コロナウイルス感染症
対策により、お持ち帰り商
品を販売しています。詳細は
会場でご確認ください。


