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いよいよ開催！！
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幕末にタイムスリップして、維新を仮想体験
幕末・明治期の未知の時代を切り開いた郷土の先人たちの
「志」や「行動力」を楽しみながら学び、明治維新を体感すると
ともに、時代を切り開く力を受け継ぐことを目的としたテーマ館。
吉田松陰や高杉晋作らと共に、維新の名シーンを
たどるVR（バーチャルリアリティー）などを体験でき
ます。

明治１５０年プロジェクト「やまぐち未来維新」の中核イベントとして、
いよいよ山口ゆめ花博（第３５回全国都市緑化やまぐちフェア）が開幕します。
会場には、１千万の花が咲き誇り、これまでにない感動と驚きを発見できるイベントなどが満載です。
来て、見て、参加して、山口から発信する「ゆめの未来公園」をみんなで、盛り上げましょう。

山口ゆめ花博い よいよ開催！！

維新体験館 会場：多目的ドーム

イベント情報会場案内 花さく1,000のイベントが目白押し！

９月１４日（金）～１１月４日（日） 
山口きらら博記念公園（山口市）
有料エリア：9時～21時　無料エリア：9時～17時

ゆめ花の宴 
華道家 假屋崎省吾
による作品展示　

ゆめ花スペシャルライブ
ＡＫＢ４８ Ｔeam 8 

はなかっぱショー

ブルーインパルス
展示飛行

９月１４日（金）から約１週間
場所：多目的ドーム

９月２４日（振休） １６時～
場所：多目的ドーム

９月２９日（土）
❶１１時～  ❷１５時～
場所：多目的ドーム

１０月７日（日） １４時～
場所：会場上空
※天候などにより中止の場合あり

ゆめ花スペシャルライブ
一青窈

１０月８日（祝） １６時～
場所：多目的ドーム
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海の大草原ゾーン

※無料エリアは、入場券不要
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無料エリア

假屋崎省吾さんによる花の大型アー
ト作品展示。高さ７メートル、幅５メー
トルのダイナミックな生け花アート

「会いに行くアイドル」をコンセプト
にするＡＫＢ４８ Team ８スペシャル
ライブ

あきやまただし氏による幼児向け絵
本の人気キャラクター「はなかっぱ」
のキャラクターショー

６機のジェット機が一糸乱れぬフォー
メーションとダイナミックな演技を披露。
その他パイロットによるサイン会など

「ハナミズキ」、「もらい泣き」などの
ヒット曲でおなじみの一青窈スペシャ
ルライブ

やまりん

ちょるる

かり　 や　 ざき しょう  ご

ひ と と よ う

福
開始時刻は予定

プロモーションビデオ公開中！

会場：多目的ドーム明治１５０年Ｗeek

明治１５０年記念式典

若者国際シンポジウム

薩長土肥４県連携企画

１０月７日（日）

１０月７日（日）

１０月5日（金）～8日（祝）

福をつかめ！ 1,000の大福餅まき 
【会場】森のピクニックゾーン「森のステージ」
毎日、午前中に大福餅まきを開催！ ゆめ花博は朝から楽しめます！
福を拾って幸せをつかみましょう！

まだまだあります！
▼くわしくはこちら

検索ゆめ花博

「維新胎動の地 山口県」の明治150年を
記念する式典を開催

若者たちへ熱いメッセージとエールを
送るシンポジウム

鹿児島県、山口県、高知県、佐賀県の
幕末・明治期ゆかりの品々が集う連携企画展
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造園の技と美の庭
伝統的な造園美を誇る数々の日本庭園を展示。
期間中、一部の庭園では造園ガールズが職人技を駆
使しながら日本庭園を造っていく様子を披露します。

暮らしを彩る庭
造園のプロたちが趣向を凝らして、現代の暮らしをより
魅力的にする個性豊かな庭を提案します。

お茶する庭
花と緑に囲まれ、雰囲気漂
う庭で山口県銘茶「小野産
の山口茶」を使ったスイー
ツやドリンクが楽しめます。

【ゆめ花茶】
山口県産茶葉に、花や果
皮などで香りを付けたオリ
ジナルフレーバー茶。

未来提案の庭　
新しい機能とデザインで新しい生活を実現する「新しい
庭」のかたちを提案します。

【健康の庭】
医学・医療の知識と経験を元に
「楽しさ」「遊び心」を大切にしたデ
ザイン。３世代が集い楽しみながら
元気になれる庭を体験できます。

【テレワーク×燃料電池の庭】
開放感溢れる公園の環境
を仕事をする空間として展
開。水素による燃料電池を
設置。災害時の独立電源
としての機能も備えます。

パレットゲート
フォークリフトで荷物を運ぶときに使うパレットで作った
メインゲートで皆さんをお出迎えします。

１９市町の花通り
假屋崎省吾さんが生け
た19市町の花のモニュ
メントがお出迎え。19市
町の新しい個性と魅力
を紹介するメインストリー
ト。約100メートルにわ
たって彩りを添えます。

マーケットプレイス
会場内で咲いている山口県産の花をはじめ、テラコッ
タやプランターなどの園芸資材のほか、山口県のお
土産をお買い求めいただけます。

シンボル大花壇
５種類のコンセプ
トを持った花庭を
一つの大花壇とし
て造りあげました。

ハンモック広場
花々に囲まれ、寝転がり、ハンモックでゆったり読書
などご自由にどうぞ！ くつろぎの空間です。

8つのゾーンの魅力を紹介！！

日本一長い竹のコースター　
山の傾斜を利用し、頂上付近から海に向かって一気に
滑り降ります。竹から伝わる振動と風を全身に感じる爽
快感にわくわく、どきどき！

木と樹がつながる遊び場
自然に立っている樹と、木
材として加工した木を融合
させた遊び場。木の平均
台や丸太の基地、木の遊
歩道やツリーハウスなど木
の香りや温もりを感じなが
ら自由に遊べます。

わらアート　
高さ4メートルの巨大なキ
ツネの親子のわらアート
が、圧倒的な存在感と楽
しい空間を演出します。
期間中、わらアート作りの
参加型イベントを開催し
ます。

森のアドベンチャー
樹木のトンネルをくぐり抜
け、木の造形やサインな
どを探してみてください。
迷いながら発見する楽し
さが体験できます。

岩の遊び場
岩の肌触りを感じ、体の
バランスを取りながら、岩
登りにチャレンジ。岩登り
体験教室（有料）も開催。

庭のガイドツアー（予約制）
出展者による庭のガイドツアー（30分程度）を行います。
庭のコンセプトやこだわりを出展者が直接説明します。

花の体験プログラム
オリジナル植木鉢の作成や山口県オリジナルユリの球根
植え付け体験。

花の谷ガイドツアー
シンボル大花壇を堪能いただくため、ガイドツアー（30
分程度）を行います。
※団体（8人以上）：事前予約可能　個人：当日先着順受け付け

山口
グルメ！！

食

買

楽しくて新しいピクニックスタイルの提案

森のピクニックゾーン

山口県オリジナルの花が色を添える夢の庭園

花の谷ゾーン
期待ふくらむアプローチ

ウェルカムゾーン

庭の多彩な魅力を楽しむ

庭のパビリオンゾーン

山の自然を利用した新しい遊びを体験

山の外遊びゾーン
たまらない
スピード感！！

食

日本最大級！

わらアート（イメージ）

竹のコースター（イメージ）

森のステージ
公募団体やプロのミュージシャンたちによるポップス、
ジャズ、世界の民族音楽やダンス、伝統芸能をはじめと
したさまざまなパフォーマンスや、県内市町による地域色
豊かなＰＲイベントが楽しめます。

おしゃれピクニックサイト
おしゃれなピクニックサイト
で、自由にお楽しみいただ
けます。写真映えする芝生
の緑、青い空をバックに写
真撮影もお勧めです。

みんなのガーデンハウス
ものづくりのワークショップや展示など腕自慢の皆さんが
持ち寄った情熱のこもった企画を発信します。県民参加の
プログラムで、公園の新しい魅力づくりに挑戦します。

ピクニックキッチン　
山口のグルメがキッチンカーで
やってきます。お腹が空いたら
ピクニックキッチンへ集合！

湯田温泉別湯
山口の名湯・銘酒・名産グルメがやってくる！

湯田温泉の別湯を構えました。期間中、毎日開催！

【足湯（無料）】
散策した後は、足湯につ
かって一息つきませんか。
3段の扇形で約80人が
入浴できます。

【蒸しふく料理】
湯田温泉水を利用した蒸しふく
や山口の地酒が楽しめます。

食
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世界で山口ゆめ花博でしか見ることができないパンジーが１０月
中旬ごろ、登場します。そのパンジーの愛称を募集します。採用さ
れた方には、素敵な寄せ植えをプレゼント！

日本一高い木のブランコ
高さ30メートルの日本一高い木のブランコ。海と空と大地を
抱え込んで空中を散歩しているような浮遊感が楽しめます。

日本一長い木のブランコ
総延長150メートルの日本一長い木の
ブランコ。70人が一度にこげます。

巨大砂山の遊び場
高さ4メートル、幅16メー
トルの巨大砂山がいくつ
も出現！大人も子どもも、
砂まみれで大はしゃぎで
きます。

海のステージ　　
美しい浜辺を背景に海風を感
じながら最高に気持ちの良い
音楽をお届けします。

きららビーチハウス（有料 ※一部を除く）
多数のアクティビティをインストラクターがサポートします。
初めての方も気軽にチャレンジ！ バーベキューも楽しめます。

丘の上のダイニング「ＴＯ ＴＯＭＡＴＯ」

親子で遊ぶ森づくり体験
親子で楽しみながら学べるワークショップやウオークラリー
を開催します。（植樹や下刈り体験、丸太切りなど）

熱気球で空の散歩（有料）
係留フライトで地上20～30
メートルからの景色を楽しめ
ます。

ライトアップされた1,000万の花と
２つのナイトイベントが公園の新しい夜景をつくります。

　　　   山口ゆめ花博ここだけパンジー

「１，０００万の花夜景」 期間中毎日ライトアップ
きらめく光と花がシンクロ。浮かび上がる花壇は、幻想世界！

「ＫＩＲＡＲＡ ＲＩＮＧ」
夜の公園を光と音と共に愉快に冒険しよう！ 参加型イルミネーションイベント

【時間】１９時～１９時４０分（受付開始１８時３０分）
※天候により中止となる場合があります。

■入場券の種類と料金

■交通アクセス

「夢のたね２０１８ 山口」

・福岡方面から山陽自動車道宇部下関線経由
山口宇部道路阿知須ＩＣより約１０分

・広島方面から山陽自動車道山口南ＩＣより約２０分

・新山口駅から無料シャトルバスで約２０分
・ＪＲ宇部線 阿知須駅から無料シャトルバスで約５分

・山口宇部空港から無料シャトルバス約３５分
  （ときわ公園経由）

■高校生
１５歳以上１８歳未満

■小・中学生
６歳以上１５歳未満

■特別割引は
７０歳以上、
障害者等対象

■団体割引は
８人以上から

■夜間割引は１６時から

区　分

大　人

高校生

小・中学生

小学生未満

普通入場券
割引入場券

無 料

特別

当日

900

600

500

団体

当日

900

600

500

夜間

当日

600

400

300

前売

900

600

500

当日

1,200

800

600

当日

2,400

1,600

1,200

当日

3,000

2,000

1,500

前売

2,400

1,600

1,200

パスポート券 特別割引
パスポート券

一般入場券

（単位：円・消費税込）※前売り券の販売は9月13日（木）まで

全期間通用入場券

MAP 作成中

「夢」を育むナイト
イベント。 きららの
夜空に10,000の
光る「夢のたね」が
降り注ぎます。

【 開催日時 】
１０月６日（土）
１８時～１９時３０分
※天候により順延となる
場合があります。

森に遊び、森づくりを楽しむ

2050年の森ゾーン

海辺の自然を利用したダイナミックな遊びを体験

海の外遊びゾーン

日本一の芝生広場を遊ぶ

海の大草原ゾーン

みんなで
一緒に！！ 食

食

期間中毎日開催
（夢のたね実施日を除く）

山口ゆめ花博全体に関すること
「山口ゆめ花博」事務局（第３５回全国都市緑化やまぐちフェア実行委員会事務局）

維新体験館・明治150年Ｗｅｅｋに関すること
県明治150年プロジェクト推進室

・・・・・・・・☎０８３（９３３）４８０５

・・・・・・・・☎０８３（９３３）２４２５

お問い
合わせ先

【 車 で の 来 場 】

【 ＪＲでの来場 】

【飛行機での来場】

愛称募集

新山口駅

阿知須駅

県道25号

●道の駅きららあじす

国道2号

阿知須I.C

国
道
190
号

県
道
212
号

会場

山
口
宇
部
道
路

～
～

～

～～ ～

～

山
口
宇
部
道
路

長谷IC

嘉川IC

JR山陽本線

JR山陽本線

由良IC

阿知須IC

山口宇部空港

阿
知
須
駅

新山口駅

J
R
宇
部
線

宇部東IC
山陽自動車道

宇部JCT宇部IC

490

490

190

2

2

JR山
陽新幹

線

きらら浜

会 場

212
25

検索明治150年 山口

検索ゆめ花博

揺れ時間
たっぷり！

日本一広い芝生広場
東京ドーム約６個分の芝生広場が広がっています。
思いっきり走り回ったり寝転んだりできます。たこ揚げ
大会やスポーツイベントなども開催します。

無料駐車場
（約7,000台）

秋の夜を楽しむ光のファンタジー　　

ナイトプログラム
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Information Yamaguchi
県からのお知らせや募集、催しなどの情報をお届けします。

メールマガジン「山口きらめーる」
山口の魅力やお得な情報が満載！

タイムリーな情報は
「県広報広聴課Facebook」で！

KRY「元気創出！やまぐち」
（毎週日曜日　11：10～11：25）

yab「イキイキ！山口」
（毎週月曜日　23：10～23：15）

tys「大好き！やまぐち」
（毎週土曜日　18：50～18：55）県政テレビ番組

※【問】はお問い合わせ先、【申】はお申し込み先を表しています。※催しの日時や会場などは変更される場合があります。※詳細な情報までは記載できませんので、詳しく
はお問い合わせください。※市町によって配布日が異なるため、一部既に終わった催しなどがある場合がありますので、ご容赦ください。

8 2018 l 8月号 2018 l 8月号 9

広島県からのお知らせ

イベント 日時・会場 内　容 お問い合わせ先

やまぐち産業維新展

9月17日（祝）　10時～17時
9月18日（火）　10時～16時
山口きらら博記念公園　多目的ドーム
［山口ゆめ花博会場内］（山口市）

県内企業の開発製品・技術の
展示、技能・技術体験コーナー、
製作実演、県内物産品の販売、
企業向け相談会など

県商政課
☎083（933）3110

総合サイクルイベント
「All Yamaguchi 
Ride Festa 2018」

9月15日（土）　8時20分～
秋吉台カルストロード（美祢市）

秋吉台カルストロードレース
日本三大カルストの秋吉台をJプロツアー
選手が走り抜ける!

県スポーツ推進課
☎083（933）2435
サイクル県やまぐち

検 索

9月16日（日）　8時30分～
パークロード周辺（山口市）

維新やまぐちクリテリウム
Jプロツアー選手たちの集団走行の迫力
とチーム同士の駆け引きが魅力

9月17日（祝）　9時～16時
山口きらら博記念公園　
［山口ゆめ花博会場内］（山口市）

Let’s�エンジョイゆめ花サイクル
BMXショー、キッズバイクレース、プロライ
ダーとの交流会　など

10月6日（土）　9時～
10月7日（日）　8時30分～
十種ケ峰MTBパーク（山口市）

やまぐち十種ケ峰国際ダウンヒル
約2kmの林間トレイルをマウンテンバイク
で駆け降りる国際タイムトライアルレース

「第28回全国産業教育
フェア山口大会」

（さんフェアやまぐち
2018）

10月20日（土）　9時～16時30分
10月21日（日）　9時30分～15時40分
山口きらら博記念公園　多目的ドーム
［山口ゆめ花博会場内］（山口市）
ほか3会場

全国の専門高校生の作品展示、
研究発表、各種コンテスト、本県
高校生の特色ある取り組みの�
紹介　など

県高校教育課
☎083（933）4632

催　し

お 知 ら せ

個人事業税（前期分）の
納付をお願いします1

　個人事業税は、個人で事業を営ん
でいる方に課税される税金です。
　対象となる方は、8月中旬にお送り
する納税通知書により、納期限までに
納めていただきますようお願いします。
■納期限（前期分）　8月31日（金）
【問】各県税事務所

台風に備えましょう2
　本格的な台風シーズンに備え、災害
から生命や財産を守るため、日頃から�
家族や地域で話し合い、次のことを�
心掛けましょう。

◆テレビ、ラジオ、新聞やインターネット
の情報に注意する。
◆市町が発令する避難勧告・避難
指示などの防災情報に注意する。
◆台風接近時の外出は避ける。
◆家の周りを点検し、飛ばされそうな
物は、室内に取り込むか、固定する。
◆避難場所や避難所、避難経路を
家族や地域で確認する。
◆非常食やラジオなど非常時の持ち
出し品を準備する。
◆河川の増水、土砂災害、高潮に
注意する。

【問】県防災危機管理課�
☎083（933）2360

　　各市町の担当課

｢休日・平日夜間がん検診」
を実施します3

　仕事などで、平日の昼間にがん検診
を受診できない方のために、9月から12
月まで県内の委託医療機関で、「休日・
平日夜間がん検診」を実施します。
　日頃、検診へ行けない方は、この�
機会にぜひ受診しましょう。
■対象となる検診
・乳がん、子宮がんの一次検診
・大腸がん検診の精密検査
（一次検診で精密検査が必要とされた方）

■費用
各市町が一定年齢の方を対象に配
布する「無料クーポン券」を活用する
場合は、無料です。
※対象者や申し込み方法、自己負担金な
ど、詳しくは、お住まいの市町担当課まで
お問い合わせください。

【問】県医療政策課
☎083（933）2961

　　各市町の担当課

ブロック塀の点検を
しましょう4

　大阪府北部を震源とする地震では、
ブロック塀の倒壊により大きな被害が
発生しました。ブロック塀を設置する際
は、建築基準法に定める基準を満たす
必要があります。
　既に設置されているブロック塀につ
いて、危険な状態となっていないか、次
の項目を点検し、一つでも不適合があ
れば危険なので改善しましょう。

◆塀の高さは地盤から2.2メートル
以下か。
◆塀の厚さは10センチメートル以上
あるか。
◆控え壁はあるか。（塀の高さが1.2
メートル超の場合）
◆コンクリートの基礎があるか。
◆塀に傾き、ひび割れはないか。
※鉄筋の基準など、詳しくはお問い合わせくだ
さい。

【問】県建築指導課　☎083（933）3835
　　県土木建築事務所
　　各市町の担当課

全国過疎問題シンポジウム2018
inやまぐちの参加者を募集5

　全国の過疎地域の優れた取り組み
に触れ、参加者相互の交流・各地域の
取り組みの促進を図るためのイベント
を開催します。
■日時・会場
・10月25日（木）
 全体会　13時～17時
　 山口県総合保健会館（山口市）
 交流会　18時～19時30分
　 ホテルかめ福（山口市）
・10月26日（金）
 分科会　10時～16時30分
　 ラポールゆや（長門市）ほか3会場

■内容
講演（持続可能な地域社会総合
研究所所長　藤山 浩）、過疎地域
優良事例表彰式・発表会、パネル
ディスカッション　など

※申し込み方法など、詳しくはお問い合わせく
ださい。

【問】�県中山間地域づくり推進課
☎083（933）2549

【申】名鉄観光サービス（株）山口支店
☎083（923）2600

男女共同参画フォーラム
の参加者を募集6

　男女が対等なパートナーとして共に
活躍する社会の実現を目指すための�
イベントを開催します。
■日時
10月27日（土）　10時～15時10分

■会場
山口県婦人教育文化会館
（カリエンテ山口）（山口市）

■内容
講演、分科会、男女共同参画推進月
間ポスターコンテストの表彰および
展示、女性活躍推進知事表彰� など

※申し込み方法など、詳しくはお問い合わせく
ださい。

【問】【申】県男女共同参画課
☎083（933）2630

募 集 県立農業大学校の
平成31年度の学生を募集7

■定員
園芸学科（25人）、畜産学科（15人）

■修業年限　2年
■推薦入試
・出願期限
9月13日（木）～27日（木）（必着）
・試験日
10月26日（金）

■一般入試
・出願期限
10月26日（金）～11月16日（金）（必着）
・試験日　12月5日（水）
※受験資格など、詳しくはお問い合わせくだ
さい。

【問】県立農業大学校
☎0835（38）0510

他 県 紙 面 交 換

2018NHK杯国際フィギュアスケート
競技大会が広島にやって来る！
　1991年以来、27年ぶりの開催と
なる、大注目のフィギュアスケートの�
国際競技大会が広島で開催されます。
　世界中からトップスケーターたちが
集結します。華麗な演技をぜひ広島
に見に来てください�！
■日程　11月9日（金）～11日（日）
■会場　広島県立総合体育館
大アリーナ（広島グリーンアリーナ）

【問】広島県スポーツ推進課
☎082（513）2643

※チケットの詳細情報については、NHK杯
の大会ホームページをご覧ください。
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山口県月刊ウェブ広報「Buchi」
お知らせなどを毎月掲載

広告

クイズ『発見やまぐち』

ぶちうまい『やまぐちブランド』を食べちゃろう！

本誌へのご意見、ご感想をお待ちしています。
クイズ応募者およびご意見をお寄せいただい
た方の個人情報は、山口県が責任を持って管
理し、プレゼントの発送およびアンケートの集
計以外には使用しません。 【県ホームページ】

スマートフォン用

クイズの答え、希望の商品名、住所、氏名、年齢、電話番号、本誌の感想を記入し、�
ご応募ください。� 【締め切り8月27日（月）必着】

【宛先】山口県広報広聴課「発見やまぐち8月号」係▲

はがき�〒753-8501（住所不要）▲

FAX� 083（933）2598▲

メール�kohoshi@pref.yamaguchi.lg.jp
※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。　5月号の正解「㋒維新」

こちらからでも

▲

応募できます　
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※（　）内は前売りおよび20人以上の団体料金です。

展 覧 会 施　設 期　間 料金・お問い合わせ先

明治150年記念特別展
激動の幕末長州藩主 
毛
もう

利
り

敬
たか

親
ちか

県立美術館
（山口市）

7月13日（金）
～8月26日（日）
（月曜日は休館。ただし、
7月16日、8月6日、13日
は開館）

一般� 1,300円（1,100円）
70歳以上・学生�1,100円 �（900円）
☎083（925）7788
※18歳以下の方および高等学校、中等
教育学校、特別支援学校に在籍の
方、障害者手帳等をご持参の方など
は無料です。

特別展示　フランス宮廷の磁器
セーヴル、創造の300年

県立萩美術館・
浦上記念館
（萩市）

7月24日（火）
～9月24日（振休）
（8月6日、20日、9月10日
は休館）

一般� 1,200円（1,000円）
70歳以上・学生�1,000円 �（800円）
☎0838（24）2400
※18歳以下の方および高等学校、中等
教育学校、特別支援学校に在籍の
方、障害者手帳等をご持参の方など
は無料です。

夢・未来・そして宇宙へ！
宇宙兄弟展2018×やまぐちと宇宙

県立山口博物館
（山口市）

7月19日（木）
～9月2日（日）
（月曜日は休館。ただし、
8月13日は開館）

一般� 1,000円（800円）
70歳以上・学生� 650円（500円）
☎083（922）0294
※18歳以下の方および高等学校、中等
教育学校、特別支援学校に在籍の
方、障害者手帳等をご持参の方など
は無料です。

ブルガリア国立歌劇場
オペラ「カルメン」

シンフォニア岩国
（岩国市）

10月14日（日）
17時開演
※開演30分前に開場

全席指定
SS席�13,000円� S席�12,000円
A席　 8,000円� B席� 6,000円
※A席、B席については、学生は半額です。
☎0827（29）1600

第27回中四国文化の集い
中四国郷土芸能フェスタ2018in山口
明治維新150年を迎えた今年、
各地域の歴史と風土から生まれた
芸能を披露する祭典が、山口県で
開催されます。

ルネッサながと
（長門市）

10月21日（日）
10時30分開演
※開演30分前に開場

入場無料
☎0837（26）6001

世界最高峰の
サクソフォンアンサンブル

「トルヴェール・
 クヮルテット 
 コンサート」

秋吉台国際芸術村
（美祢市）

9月24日（振休）　
15時開演
※開演45分前に開場

一　般� 3,000円
学　生� 1,500円
☎0837（63）0020

県立施設ガイド

国の天然記念物「黒
くろ

柏
か し わ

鶏」をもとに県農林総合技術センターが開発した山口県初
のオリジナル地鶏です。一般的なブロイラーの約２倍（８０日以上）の期間をかけて、
平飼い鶏舎でのびのびと育てられています。
よく運動しているため脂肪が少なく、適度な歯応えを残しな
がらも柔らかくジューシーな肉質で、臭みが少ないのが特徴
です。また、旨み成分であるイノシン酸や、疲労回復を助ける
機能性成分イミダペプチド、肝臓機能修復を助けるタウリン
を多く含みます。

【県人口・世帯数】（平成30年6月1日現在）　人口/1,372,250人（対前月比793人減）　男/651,105人・女/721,145人　世帯数/602,386世帯

今回の特集で紹介した「山口ゆめ花博」の
メインキャラクターは次のうちどれでしょう。

ア  うみりん
イ  かわりん
ウ  やまりん

～山口県産オリジナル地鶏～　長
ちょうしゅう

州黒
くろ

かしわ

プレゼント ・「セーヴル、創造の300年」ペア招待券 5組
・「オペラ『カルメン』」ペア招待券� 5組
・「トルヴェール・クヮルテット コンサート」ペア招待券� 5組
・やまぐちブランド「長州黒かしわ」加工品セット� 5人
・「山口ゆめ花博マスコットキャラクター
　やまりん・ちょるるぬいぐるみセット」� ３人

【写真】原田直次郎「毛利敬親肖像」 
明治23年（1890）　山口県立山口博物館蔵

ポプリ壺「エベール」1757年
セーヴル陶磁都市所蔵
Photo（C）RMN-Grand Palais
 （Sèvres, Cité de la céramique）/
Martine Beck-Coppola/distributed by AMF

（C）小山宙哉/講談社

特別協賛：株式会社 明治

メインキャラクター
やまりん

サポートキャラクター
ちょるる

「長州黒かしわ」加工品セット
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県では、幕末・明治期の貴重な資料を持つ博物館や美術館
など34施設を巡り、「維新胎動の地　山口県」を体感できる

「幕末維新回廊」を12月31日まで開催。5月12日には、県立山
口博物館でオープニングセレモニーを行いました。各施設では
この期間だけの特別な展示やICカード「山口めぐりっとカー
ド」を利用したポイントラリーなど、さまざまな企画を展開して
います。

県 立 美 術 館では、薩
長同盟の覚書や五

ご か じ ょ う の

箇条
御

ご

誓
せい

文
もん

などを展示する特
別展「激動の幕末長州
藩主　毛

もう

利
り

敬
たか

親
ちか

」を8月
26日まで開催。この機会
に県内施設を巡り、幕末
の志士たちの「志」や「情
熱」を感じてください。

花・緑・公園の新しい活用方法について県民の方が提案し、
「山口ゆめ花博」のステージイベントやワークショップなどで
実践する、県民参加プログラム「ゆめアクション」の企画発表
会を6月9日にセミナーパークで開催しました。

参加体験型の手話ダンスやフラワーアレンジメント、公園
の広さを体感できる宝探しゲームやたこ揚げ大会などの企画
を提案者が説明し、より
魅力ある内容となるよう
意見交換を行いました。

会期中、さまざまなプロ
グラムを順次開催します
ので、多くの皆さんのご
参加をお待ちしています。

～維新胎動の地　山口県をめぐる～
明治150年プロジェクト「幕末維新回廊」開催中！

みんなでつくろう！ ｢山口ゆめ花博｣
～「ゆめアクション」企画発表会を開催～

詳しくは
こちらから→

詳しくは
こちらから→「山口めぐりっとカード」ポイントラリー

【開催期間】12月31日（月）まで
【参加施設】山口ゆめ花博会場を含む

県内34の博物館・資料館など

「幕末維新回廊」の全施設に入館できる「山口めぐりっとカードPREMIUM」発行中！

「さとめぐり」のふるさと納税で
幕末維新回廊をめぐる

「山口めぐりっとカード」をGETしよう！

　「山口めぐりっとカードPREMIUM」には、「幕末維新回廊」の全
施設を巡れる共通入館券機能のほか、学芸員によるプライベート 
ガイドや山口ゆめ花博会場に設置する維新体験館への優先入場

（要予約）などのプレミアム特典が付いています。
　「幕末維新回廊」巡りに便利な「山口めぐりっとカードPREMIUM」は、「さとめぐり」の

「山口ゆめ花博応援ふるさと納税」の返礼品として入手できます。詳しくは、「さとめぐり」
のホームページをご覧ください。

【問】県明治150年プロジェクト推進室　☎０８３（９３３）２４２５ 
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