第35回全国都市緑化やまぐちフェア
山口から開花する、未来への種まき。
～１５０年を振り返り、次の１５０年につなぐ～

◆全国都市緑化フェア 統一開催テーマ
『緑豊かな街づくり』
～窓辺に花を・くらしに緑を・街に緑を・あしたの緑をいまつくろう～
イメージ

【ご利用期間】２０１８年９月１３日～１１月４日出発
基本料金
車両１台(ドライバー含)＋
往復プラン 片道プラン
同乗者大人１名料金
普通自動車
25,000 14,300
軽自動車
22,500 13,300

旅客のみ料金(車なし)
(１名料金)
大 人
高校生
中学生
小 人

同乗者追加料金 往復プラン 片道プラン
(１名料金)
大 人
高校生

5,300
4,900

3,400
3,000

中学生
小 人

4,700
2,800

2,800
1,800

往復プラン 片道プラン

7,000
6,600
6,400
3,500

4,000
3,600
3,400
2,000

＜費用内訳＞
往復又は片道・三津浜港～柳井港フェリー代(車5ｍ未満1台含)、
山口ゆめ花博入場券付き
＜ご案内＞
※２名様以上でお申し込みください。
※出発日及び出発時間は自由に設定できます。
※出発の前日までに予約・購入ください。
※復路は出発日を含め７日間有効です。
※宿泊プランや車両なしの場合はお問い合わせください。
※添乗員は同行しません。
※ご旅行中の諸手続きはお客様ご自身で行っていただきます。

イメージ

<モデルコース・日帰り>
マイカー
4:50 防予フェリー 7:25 約35分
約35分
約20分
三津浜港～～～～～～柳井港======熊毛IC===山陽自動車道===山口南IC=======
7:20
9:55
18:30 防予フェリー 21:05
===自由観光(秋芳洞・秋吉台など) ====== 柳井港～～～～～～三津浜港
20:25
23:00

【会場】
山口きらら博記念公園
山口県山口市阿知須509−50
有料エリア 9:00〜21:00
無料エリア 9:00～17:00

◎詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前にご確認の上、お申し込みください。

旅行企画・実施
愛媛県知事登録旅行業２－２３号
全国旅行業協会正会員

松山海陸ﾄﾗﾍﾞﾙ
国内旅行業務取扱管理者 片山 史子

■お問合せ先
営業時間 9:50～18:30日曜・祝日定休

【三番町店】 松山市三番町３－５－７
本江ビル１階

℡ 089-941-4964

ホームページ http://www.matsukai.biz-web.jp/

旅行条件

観光庁長官認可の標準旅行業約款によります。
お客様の都合で旅行を取消された場合の取消料

旅行契約の解除日
旅行開始日の前日から起算し21日前まで
旅行開始日の前日から起算し20日～8日前
旅行開始日の前日から起算し7日～2日前

旅行開始日の前日
旅行開始日の当日
旅行開始後及び無連絡不参加

取消料
無料
旅行代金の20%
旅行代金の30%
旅行代金の40%
旅行代金の50%
旅行代金の100%

※イベントに関しましては、山口ゆめ花博ホームページにてご確認ください。
「ゆめ花スペシャルライブ AKB48 Team 8」
■ 開催日時 9月24日（月・祝） 開演 16:00 (予定) ※整理券が必要です。
■場
所 多目的ドーム特設ステージ
■ 出演者紹介
AKB48チーム8は、AKB48のチームA、K、B、4に続く、5つ目のチームで、47都道府県から各代表1名が選ばれた47人のメン
バーで構成されており、”会いに行けるアイドル”として活動してきたAKB48の中で、唯一 “会いに行くアイドル”をコンセプトにするチームです。
メンバーはそれぞれが代表する都道府県を拠点に、地域に根差した活動を行いながら、チーム8として全国各地で「会いに行く」活動を行っ
ています。当日は、この日のためのスペシャルメンバーが出演します！
「ブルーインパルス展示飛行」
■ 開催日時 10月7日（日） 13:50～14:20 ※開催時間変更 ■ 場所 会場上空
※リハーサルについては、10月6日（土）15：00～15：30に実施予定です。
■ 内容紹介 ６機のジェット機による、一糸乱れぬフォーメーション及びダイナミックなソロ演技等驚異のパフォーマンスを会場上空で披露。
「ゆめ花スペシャルライブ 一青窈 」
■ 開催日時 10月8日（月・祝） 開演 16:00 (予定)
※整理券が必要です。
■場
所 多目的ドーム特設ステージ
■ 出演者紹介 2002年、シングル「もらい泣き」でデビュー。5枚目のシングル「ハナミズキ」が大ヒットを記録。NHK紅白歌合戦にも出場。
独自の世界を築く歌詞と、質の高いライブパフォーマンスには定評があり、老若男女に支持されている女性シンガー。
「©2010 あきやまただし／はなかっぱプロジェクト はなかっぱ キャラクターショー 」
■ 開催日時 9月29日（土） 第1回ステージ 開演 11:00 (予定) 第2回ステージ 開演 15:00 (予定)
■場
所 多目的ドーム特設ステージ
■ 内容紹介 あきやまただし氏による幼児向け絵本作品の人気キャラクター「はなかっぱ」のキャラクターショー。
ＮＨＫ Ｅテレにて放送中のアニメは、毎回心あたたまる内容で、子どもたちに大人気。

「夢のたね 2018 山口」
■ 開催日時 10月6日（土） 18:30 (予定)
■ 料金 無料 ■ 場所 会場（無料エリア）
■ 内容紹介 夜空の気球から約10,000個の「夢のたね」がキラキラと星の様に舞い降り、幻想的な光景が広がります。
オープニングテーマ展示「ゆめ花の宴」假屋崎省吾
■ 開催日時 9月14日（金）から約1週間
■場
所 多目的ドーム内のギャラリー吹き抜けスペース
■ 内容紹介 オープニングイベントとして、華道家 假屋崎省吾さんによる花の大型アートの作品展示。山口オリジナルの花などを使った、
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が約1週間展示されます。
「石川佳純 ゆめ花トークセッション」
■ 開催日 9月14日（金） 10:20 （予定）
■場
所 多目的ドーム 特設ステージ
■ 出演者紹介 山口県出身。山口県及び山口市のふるさと大使。両親共に元卓球選手という環境で育ち、小学１年生で競技を始める。
※主な戦績
2016年 世界選手権団体戦準優勝、リオオリンピック団体戦銅メダル
2017年 世界卓球選手権個人戦 ミックスダブルス優勝
2018年 ドイツオープン（プラチナ） シングルス優勝
2018年 世界卓球選手権団体戦 準優勝
世界ランキング４位（2018年6月現在）
「ゆめ花ミュージックフェスタ」
■ 場 所 森のピクニックゾーン 森のステージ
■ 開催日時
第一回 9月17日（月・祝） 16:00 -20:45
出演：原田侑子 / 水本諭 / ソレイユトリオ / 王丹 / 西広ショータ
■ 開催日時 第二回 10月14日（日） 14:00 -20:45
出演：原田侑子 / NAZUKI / 末延麻裕子 / MIKKO / サボテンブラザーズ / 甲斐尚美 / 真真 / イシカワダイスケ
■ 開催日時 第三回 11月04日（日） 18:00 -20:45
出演：原田侑子 / 水本諭 / ソレイユトリオ / NAZUKI

「萌えサミット8」 ■ 開催日時 9月22日（土） 11:00-15:00 ／ 9月23日（日） 11:00-16:00
■ 場 所 森のピクニックゾーン ／ 海の大草原ゾーン
■ 開催内容 山口県にあるアニメ、マンガ、ゲーム、コスプレ、アイドル、その他サブカルチャーとしての様々な『萌え』を一堂に集めて、
色々な人に知ってもらい、自分の知らない新しいことや面白いことを見つけて、こんな楽しいことがあるんだと思える、参加した人も、地元の
人も元気になれるイベント。

「国際交流イベント」
■ 開催日時

GLOCAL JOURNEY 世界と遊ぼう！
9月24日（月・祝） 17:00 -19:00
■場 所

森のピクニックゾーン 森のステージ

「フットサル ゆめ花カップ」
■ 場 所 海の大草原ゾーン
■ 開催日時 10月13日（土） 9:00 -16:30
・スポーツリズムトレーニング教室 / 親子サッカー大会 参加無料
・ジュニアリーグ 要エントリー

■ 開催日時 10月14日（日） 9:00 -16:30
・ビギナーMIXリーグ（男女混合） 要エントリー
・エンジョイリーグ 要エントリー

「トワイライト太極拳」
■ 開催日時 10月13日（土） 17:00 -19:00 ■ 場 所 森のピクニックゾーン 森のステージ
■ 開催内容
東京大学、慶應義塾大学、放送大学などで太極拳の講座を持つ石水極子（むねこ）氏による太極拳体験講座。太極拳の効用魅力を新たな
視点から分析実践！指導前のフロントアクトでは、二胡の生演奏（王丹）！
「海のステージ」

■ 開催日時

会期中通期

■場 所

海の外遊びゾーン 海のステージ

■ 開催内容 月の海に隣接した円形ステージ。ここでは毎日、プロミュージシャンによる生演奏が行われます。
さざ波と素敵な演奏のコラボレーション！
「ゆめ花大道芸」 ■ 開催日時 会期中通期
■ 場 所 山口ゆめ花博エリア各所
■ 開催内容 「山口ゆめ花博に行けば、いつでも大道芸に会える」をコンセプトに、公園と大道芸のマリアージュと題して、大道芸パフォー
マンスを実施。

