
主催：KDDI維新ホール
お問い合わせ：TEL.083-902-6727 KDDI維新ホール運営事務室

受付時間9：00～17：00

各日10：00～16：00
ステージイベントの
終了時間を除く
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●本イベントは、状況により急遽イベントを中止したり、出演者及びプログラムを変更
したりする場合がございます。 ●イベント内でのお支払は現金のみとなります。
●最新情報はKDDI維新ホールのHPでご確認ください。

デー
スペインのパンプローナ市は山口市の姉妹都市。
今年の感謝デーは「スペイン」を
テーマに楽しいイベントが
盛りだくさん！

スペインフェスティバル

地球温暖化対策として、当イベントで排出される
CO₂をカーボンオフセット＊しています。
＊CO₂（カーボン）を、排出権（クレジット）で埋め合わせ（オフセット）してCO₂の排出を実質ゼロにすること。

感謝

S
U
N19 S
U
N19

入場
無料

※料飲販売、ワークショップ
参加費は有料。

スペインの子どもたちの
おやつ・チュロスのほか

クレープなど

キッチンカー
出店

スペシャル
ステージ
ダンスショー
HIP HOPからフラダンスまで、
公募で集まった34組による
1日限りのスペシャルショー！
スペシャルゲスト・HJMの
ダンスも必見！

15：30～18：00

PPP
ファミリーライブ
打楽器のみのパフォーマンス集団
Percussion Performance Players！
笑いと驚きとアイディアに満ちた大盛り上がりの
生ライブ！ 打楽器の”面白い”を全て詰め込んだ
スペシャル・エンターテインメント!!

15：00～17：00
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▲事前予約は▲
こちら

当日10：00より
座席指定券配布
（先着順）

サンドイッチ専門店ダイロク堂

維新ホール
スペインバル

各日 11：00～

スペインの郷土料理を陽気でにぎわい
溢れるバル空間とともにお楽しみください。
アルコールの提供もあります！
※車を運転される方の飲酒は固くお断りします。

食券購入制
アカデミーハウス1期生
（team jUMP）

チョコフェス
昨年も大好評だったチョコ店物販のほか
今回は、お子様限定で“餅まき”ならぬ
“チョコまき”開催！！

19日19日 10：00～

※「ぶらやま」からのデジタルチケット取得には会員登録が必要です。

小郡中学校吹奏楽部
ファンファーレ

10：00～
10：20

オープニング！ 今年の新たな小郡中サウンドを
お楽しみください！

Festival de España

2/18 田中ゲイ企画
2/19 山口調理製菓専門学校

巨大鍋でつくる
パエリヤ

500円 食券購入制

直径1.5ｍの巨大鍋で作るパエリヤは
見て美味しい！ 食べてもっと美味しい！！

各日 12：00～

※1名5枚まで

要事前申込

AYA’S
WORKOUT LIVE

11：00～12：00

AYAさんのSPECIALレッスンを
通して、カラダを動かす楽しさを知ろう！
メディフィットラボスポーツクラブ

詳しくはこちら▶

■中学生以上対象
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メインステージメインステージ

イラスト：



要事前申込
申込期間 2/4（土）10：00 ～12（日）23：59

19
タイルクラフト 【2F会議室 201】

タイルを選んで並べて…想像力豊かに楽しめるタイルアート！ 
小さなお子さまもチャレンジできます！

❶10：30～ ❷11：20～ ❸12：50～ ❹13：40～
❺14：30～ ❻15：20～ 各回30分

■各回5名　■参加費 500円　■3歳以上 Hart-hart

ステンドグラス 【2F会議室 201】

大人にも大人気！ 装飾から実用的なものまで、本格的なステン
ドグラスの小物づくりを体験できます！
■各回10名　■参加費 1,000円～2,000円（内容に応じて）
■小学生以上（低学年は保護者同伴） 

18│19 ❶10：30～ ❷11：50～ ❸13：40～ ❹15：00～
各回60分

Kei

多肉植物雑貨 【2F会議室 201】
18│19
多肉植物×毛糸のかわいいコラボレーション！ 冬にぴったりの
インテリア植物です。

❶10：30～ ❷11：20～ ❸12：10～ ❹13：30～
❺14：20～ ❻15：10～ 各回30分

■各回5名　■参加費 1,000円～（内容に応じて）　■小学生以上 aYa工房

恐竜たまごづくり 【2F会議室 201】
18│19
風船に石膏を流し込んで恐竜のたまごを作ろう！

❶10：30～ ❷11：10～ ❸12：40～ ❹13：20～
❺14：00～ ❻14：40～ ❼15：20～ 各回30分

■各回5名　■参加費 300円
■3歳～小学生（小1以下は保護者同伴） Ogu・house

フラワーアレンジメント 【2F会議室 201】
18│19
ミモザ＊ユーカリの香りにつつまれて～ガーランド・テーブル
compositionを作りましょう。

❶10：30～ ❷11：50～ ❸13：30～ ❹14：50～
各回60分

■各回5名　■参加費 1,000円～2,500円（内容に応じて）
■小学生以上 Mignon de fleurs18

ジェルキャンドル 【2F会議室 201】 

作って楽しい、作ったあとも楽しい、気分がウキウキするような
ジェルキャンドルが作れるワークショップです♪
※制作後、約60分後に作品をお渡しします。

❶10：30～ ❷11：30～ ❸12：30～ ❹13：30～
❺14：30～ 各回30分

■各回6名　■参加費 1,320円～（内容に応じて）　■3歳以上（幼児は保護者同伴）
Prunelle

展示や動画でスペインを紹介！ 
スペインで今話題のあの人が
歌って踊る！？

18│19
オレンジの香りの石けんとプリザーブドフラワー♫ バレンシア
オレンジの香りでスペインを感じましょう～♬

❶10：30～ ❷11：20～ ❸12：50～ ❹13：40～
❺14：30～ ❻15：20～ 各回30分

■各回4名　■参加費 1,000円～2,000円（内容に応じて）
FLEUR PARLER

オレンジの香り付きソープ＆プリザ 【2F会議室 201】

18│19
サッカー大国・スペイン。アドリアンが初めての子にもやさしく、
サッカーの楽しさを教えます。  ※雨天中止

リフティングチャレンジ！ 
❶11：00～ ❷13：10～ 各回30分
Rondo（ボール回し）タイム！
❶11：40～ ❷13：50～ 各回30分

■リフティングチャレンジ！／Rondoタイム！ それぞれ 各回10名
■参加無料

アドリアン

国際交流員アドリアンのサッカー教室 【地域交流広場】

18│19
スペインならではの衣装を着て、写真を撮ろう！
※カメラはご持参ください。撮影はスタッフもお手伝いします。

■各回4名　■参加無料　■身長100㎝～150㎝の方

スペイン衣装体験＆写真撮影 【2F会議室 204】
❶10：30～ ❷11：00～ ❸11：30～ ❹12：00～
❺12：30～ ❻13：00～ ❼13：30～ ❽14：00～
❾14：30～ 　15：00～ 　15：30～ 各回30分

おでこペイント体験 【2F会議室 202・203】

おでこをおしゃれにペイントして特別な1日を楽しもう！
■各回12名（11：00～・15：30～の回は16名）　■参加費 500円

横沼祈　WAC

18│19
❶11：00～ ❷11：30～ ❸12：00～ ❹12：30～
❺13：00～ ❻13：30～ ❼14：00～ ❽14：30～
❾15：00～ 　15：30～ 各回7.5分

ワークショップAワークショップA

要事前申込

ワークショップB ワークショップC
各イベントの二次元バーコード
からお申し込みください。

国際交流員アドリアンの
LaLiga españolaクイズゲーム！
スペインのサッカーについてクイズを出します！
※雨天時はスペインのサッカーやスポーツについて楽しく学ぶStudy classも実施！

国際交流員
ヘマの
ワークショップ
スペイン・音楽クイズ
スペイン語でアニソンクイズ。スペインで
流行った日本アニメを当ててみよう！

バスク語で歌おう！
イベントに欠かせない歌で、みんなで盛
り上がろう！

スペイン語でミニダンス！
スペインの子どもたちのお気に入りのダ
ンス「チュチュワ」。振付を覚えてみんな
で楽しく踊ろう！

オリジナル缶バッジをつくろう
用紙に好きな絵を描いて、自分だけの缶バッジをつくろう！
山口大学教育学部小学校総合選修 ■5歳～小学生（幼児は保護者同伴）

絵が浮き出る？！
～不思議な作品をつくろう～
魔法の絵の具で、プクプク浮き出る絵をかこう！
山口大学教育学部小学校総合選修

■小学生以下（幼児は保護者同伴）

謎解きツアー
施設内に仕掛けられた
「ナゾ」を解いてゴールを
目指そう！
山口市国際交流課

5秒でわかるカラー診断
11色のカードから1枚好きな色を選ぶ
だけ。性格や向いている仕事のヒント
がわかります。
山口しごとセンター

親子で楽しむ体力測定と栄養チェック
楽しみながら健康意識を向上！ ※19日のみ やまぐちヘルスラボ

パーソナルアロマチェック
貴方の個性をプラスに輝かせる香りがわかる！ 小さなお
子様向けの「お菓子釣り」も同時開催！ ※18日のみ
やまぐちヘルスラボ

ロビーコンサート
18日映画音楽 19日クラシック

18│1918│19展示展示
スペイン紹介
【2F会議室 207／1F自由通路】

山口芸術短期大学でデザイン
を学ぶ学生が制作！ スペインの
食文化や観光スポットなど、地
域ごとの特色を紹介します。

スペイン紹介
オブジェ
【1F自由通路】

ぼく・わたしの
スペイン旅
魔法の用紙に好きな絵を描い
て、スペインの街に旅立とう！
■参加費 200円

定員に達し次第受付終了

染色ワークショップ
18
野菜を捨てんで！ 染物しよ～やぁ。

❶10：30～ ❷13：00～ ❸14：30～ 各回90分

■各回2組　■参加費 500円　■中学生以上（家族参加可）
アカデミーハウス2期生（enJoin）

お申し込みは
こちら▶▶▶

18│19 ❶10：30～ ❷13：30～（18日のみ）
各回90分

科学実験×起業！？ 起業家の
創造力体験ワークショップ

研究⇨商品化の流れを学び、
オリジナル商品アイデアを考えよう。
産業交流スペースMegriba

■各回5組　■参加無料
■小学生3年生以上（保護者同伴）

お申し込みは
こちら▶▶▶

ワークショップAの
お申し込みは
すべてこちら▶▶▶

事前申込不要　参加無料 ※一部有料18│19 各日 10：30～16：00


