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Press Release 

山口ゆめ回廊博覧会 
クロージングイベント『またね、ゆめはく!』開催のご案内  

日時：12/25(土)18:00～19:00 
会場：ときわ公園内 ときわ湖水ホール大展示ホール(宇部市) 

                                   
              

 

山口ゆめ回廊博覧会実行委員会は、2021年7月より、半年にわたり開催してきた『山口ゆめ回廊
博覧会』のクロージングイベント、『またね、ゆめはく!』を2021年12月25日（土）、山口県宇
部市ときわ公園内 ときわ湖水ホール大展示ホールにて開催します。 

本イベントでは、女優・鶴田真由と音楽家・haruka nakamuraによるライブ公演や、山口ゆめ回
廊博覧会の会期中に制作された作品『７市町のひかりの実』の鑑賞など、圏域の未来に思いを馳
せる演出で博覧会を締めくくります。 

※クロージングイベント終了後は『TOKIWAファンタジア2021』(山口ゆめ回廊博覧会・宇部市リー
ディングイベント) のキュレーターによる鑑賞ツアーをおこないます (参加無料・40分程度)。ぜひ、
併せてご参加ください。 
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開催概要｜クロージングイベント『またね、ゆめはく!』 

半年にわたり開催してきた博覧会のフィナーレを祝うとともに、圏域の未来について思いを馳せるクロージ
ングイベント『またね、ゆめはく!』を開催します。 

開催日時 2021年12月25日(土)　18:00～19:00　（開場17:30）

会場 ときわ公園内 ときわ湖水ホール 大展示ホール (宇部市沖宇部254)

内容

① 関係者挨拶 
② 女優・鶴田真由と音楽家・haruka nakamura によるライブ公演 (詳細：p3) 
③ 作品鑑賞『7市町のひかりの実』※屋外に移動 (詳細：p4)   
 
※クロージングイベント終了後、『TOKIWAファンタジア2021』(山口ゆめ回廊博
覧会・宇部市リーディングイベント) の鑑賞ツアーをおこないます (無料・40分程
度)。併せてご参加くださいますようお願いいたします。（詳細：p5）

定員 200名 (一般観覧者・博覧会関係者など)

出席予定者 
及び 
出演者

① 山口市長、宇部市長、萩市長、防府市長、美祢市長、山陽小野田市長、　　　　
島根県津和野町長 
山口ゆめ回廊博覧会実行委員会会長 大庭達敏  
山口ゆめ回廊博覧会コンダクター 山出淳也 

②  女優・鶴田真由、音楽家・haruka nakamura ほか 
③  アーティスト・髙橋匡太

一般観覧者 
参加方法

山口ゆめ回廊博覧会公式Webサイトの応募フォーム(https://yumehaku.jp/
event/post_3569/)または、往復はがきでお申し込みください。 
 
[記入内容]氏名、年齢、メールアドレス、住所 (市町村まで)、当日連絡の取れる
電話番号 
 
※応募者多数の場合は抽選 
※1グループ４名まで (膝上に座る乳幼児は記入不要) 
※往復はがきでの申し込みの場合の宛先は、宇部市観光・グローバル推進課 
（〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7-1）

クレジット
主催：山口ゆめ回廊博覧会実行委員会 
企画・制作：NPO法人 BEPPU PROJECT
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詳細情報｜② 女優・鶴田真由と音楽家・haruka nakamura によるライブ公演 

『Yumehaku Artist in Residence（ユメハク アーティスト イン レジデンス）』に参加した女優・鶴田真
由と音楽家・haruka nakamuraの場所への深い洞察から生まれた言葉と音による作品のライブ公演を開催
します。 
 
[ Yumehaku Artist in Residence概要 ]  

アーティストが山口県央連携都市圏域(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)を象徴する場所を訪れ、映像作品を創造することで、圏域の魅力発信に繋げるレジデンス・プロジェクト。 

アーティスト：鶴田真由、haruka nakamura 
滞在期間：2021年8月～11月中旬 (※期間中、複数日滞在し制作) 
滞在場所：山口県央連携都市圏域 (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) 

※博覧会会期中に映像作品３作品を山口ゆめ回廊博覧会公式Webサイト(https://yumehaku.jp)、
Instagram(@yumehaku2021)およびYouTube(アカウント名：山口ゆめ回廊博覧会)で公開します。 

 
[ プロフィール ]  
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鶴田真由 
 
女優 
1988年女優デビュー。その後、ドラマ、映画、舞台、CM
と幅広く活動。凛とした力強さとしなやかさを併せ持つ演
技で注目され、1996年には『きけ、わだつみの声』で日本
アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞。近年は、ドラマ『株
価暴落』『犯罪症状群』『おもひでぽろぽろ』、映画『さ
よなら渓谷』『64-ロクヨン』『DESTINY鎌倉ものがた
り』『日日是好日』など話題作に出演。旅番組、ドキュメ
ンタリー番組への出演も多く、番組出演がきっかけとな
り、2008年第４回アフリカ開発会議 (TICAD Ⅳ) の親善大
使に就任。 

haruka nakamura  
 
音楽家 
ソロ名義のほか、様々なユニットで多数オリジナルアルバ
ムを発表。近年は、杉本博司『江之浦測候所』のオープニ
ング特別映像、国立新美術館『カルティエ 時の結晶』安藤
忠雄『次世代へ告ぐ』などの音楽を担当。Huluドラマ『息
をひそめて』NHKドラマ『ひきこもり先生』『金色の海』
やカロリーメイト、ポカリスエット、スマートニュースな
ど多くのCM、ドラマ、ドキュメンタリーなどの音楽を手掛
ける。
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詳細情報｜③作品鑑賞『７市町のひかりの実』 

『ひかりの実』は、アーティスト・髙橋匡太による参加型アートプロジェクトです。果実袋に大切な人の「え
がお」を描き、その中にLEDの小さな光を入れてふくらませ、樹木に取り付けます。  
山口ゆめ回廊博覧会の開幕とともに2021年7月からスタートした『７市町のひかりの実』には、山口県央
連携都市圏域の7市町から約１万人が描いた「えがお」が寄せられました。  
クロージングイベントでは集まった「えがお」を『ひかりの実』として展示し、あたたかで美しいイルミネー
ションの夜景を生み出します。 
クロージングイベント当日は、アーティスト・髙橋匡太による作品紹介をおこないます。 
人と人とがつながりをもつことが難しい今、１人ひとりの「えがお」で７つの市町をつなげる『ひかりの
実』をぜひご覧ください。 

[ プロフィール ]  
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髙橋匡太(アーティスト) 
 
1970年京都生まれ。京都在住。1995年京都市立芸術大
学大学院美術研究科彫刻専攻修了。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をおこなっている。
京都市京セラ美術館、東京駅100周年記念ライトアップ、
十和田市現代美術館など建築物へのライティングプロジ
ェクトは、ダイナミックで造形的な光の作品を創り出す。
多くの人とともに作る『夢のたね』『ひかりの実』『ひ
かりの花畑』など大規模な参加型アートプロジェクトも数
多く手がけている。

　　 

　　　

※参考:『7市町のひかりの実』は下記の会場で展示されます

会場 期間

宇部会場 ときわ公園内 桜山および梅園周辺 
(ときわ湖水ホール付近)

2021年12月25日(土)～ 
2022年1月16日(日)

山口会場 新山口駅 北口交通広場 2021年11月27日(土)～ 
2021年12月31日(金)

防府会場 ルルサス防府およびアスピラート周辺 2021年12月11日(土)～ 
2022年1月10日(月・祝)
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詳細情報｜鑑賞ツアー『TOKIWAファンタジア2021』※クロージングイベント終了後実施 

クロージングイベント終了後、『TOKIWAファンタジア2021』(山口ゆめ回廊博覧会・宇部市リーディングイベ
ント) のキュレーターによる鑑賞ツアーをおこないます (参加無料・40分程度)。 

[TOKIWAファンタジア2021概要] 
 
ダイナミックな仕掛けのプロジェクションマッピング、美しく光輝くイルミネーション、プログラミングを駆使
したインタラクティブな作品など、光と音のアートが夜の遊園地を彩ります。 
 

 

開催期間 2021年11月28日(日)-2022年1月16日(日)  
18:00 - 21:30(17:30開場）※12月31日、1月1日は休園 

会場 ときわ公園内 ときわ遊園地 (宇部市則貞三丁目4-1)

アーティスト 穴井佑樹、中﨑透、中山晃子、MES、指輪ホテル 

入場料金 前売り：500円　当日：700円　パスポート：1,000円　※鑑賞ツアー時は無料

公式Webサイト https://tokiwa-fantasia2021.com
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『山口ゆめ回廊博覧会』開催概要 
名称：『山口ゆめ回廊博覧会』（愛称 ゆめはく） 
期間：2021年7月1日（木）～12月31日（金） 
会場：山口県央連携都市圏域 
 <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> 
主催：山口ゆめ回廊博覧会実行委員会 
コンダクター：山出淳也（特定非営利活動法人 BEPPU PROJECT 代表理事）  
クリエイティブディレクター：服部滋樹（graf 代表） 

Website：https://yumehaku.jp  
Facebook：https://www.facebook.com/yamaguchiyumekairoexpo/　 
Instagram：https://www.instagram.com/yumehaku2021/ 

 

『山口ゆめ回廊博覧会』（ゆめはく）とは 
山口県央連携都市圏域（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。愛称は『ゆめはく』。 
「7つの市町でつなぐ、7色の回廊」をコンセプトに、圏域の市町が持つ伝
統や文化、自然といった魅力を7つのテーマ、「芸術」「祈り」「時」「産
業」「大地」「知」「食」に分類し、そのテーマに沿ったイベント等を圏
域全体で展開します。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をお楽しみく
ださい。 
 

［ 新型コロナウイルス感染予防対策実施について ］ 
新型コロナウイルスの感染状況や荒天などの影響により、やむを得ず中止する場合があります。 
新型コロナウイルス感染状況により、入場いただける方の地域を一部制限する場合がございます。 
あらかじめご了承ください。 
変更した内容は随時公式WEBサイトでご案内いたします。 
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メディアお問合せ窓口 
山口ゆめ回廊博覧会 広報事務局（株式会社ハウ）   
MAIL：pressrelease@how-pr.co.jp　 
TEL：03-5414-6405 　 
FAX：03-5414-6406 

『ゆめはく』に関するお客様お問合せ窓口 
山口ゆめ回廊博覧会実行委員会事務局 (山口市交流創造部山口ゆめ回廊博覧会推進室内) 
TEL：083-934-4152  
E-mail：kenouhaku@city.yamaguchi.lg.jp  
Web：https://yumehaku.jp 
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