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担当部課名 担当課長名 担当者職氏名 連絡先電話番号 

企画部 

シティセールス課 
課長 杉山 洋子 係長 渋谷 桂介 （0836）82-1151 

件名 
山口ゆめ回廊博覧会・ゆめはくカフェ in山口～産業と暮らしの嗜み方～の開

催について 

内   容 

 山口ゆめ回廊博覧会が７月１日から１２月３１日にかけて山口市・宇部市・萩市・防府市・美祢

市・山陽小野田市・島根県津和野町の７市町において多彩なイベントが開催されます。 

 それに先駆けて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」の第２回目とし

て「産業と暮らしの嗜み方」を下記のとおりオンラインで開催します。 

 

 取材の申し込みは別紙の申込書にて申し込み願います。 

 ※申込期限 令和３年５月２１日（金） 

 

記 

１ 日 時 

  ５月２３日（日）１４：００～ 

２ 場 所 

  オンライン 

３ 主 催 

  山口ゆめ回廊博覧会実行委員会 

４ 問い合わせ 

  企画部シティセールス課観光振興係 

  電話 ０８３６－８２－１１５１ 

 

 

 

「山口ゆめ回廊博覧会」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）において、令和３年７月から１２月にかけて、圏域全域を会場に見立て開催する博覧会です。 

「７つの市町でつなぐ、７色の回廊」をコンセプトに、圏域市町が共有する魅力を７つのキーワード、「芸術」「祈り」「時」

「産業」「大地」「地」「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。 

記者発表資料 
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2021年 5月 14日 

報道関係者各位 

 

 

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) をつなぐリレー形式のトークイベント 

 

ゆめはくカフェ「産業と暮らしの嗜み方」 

取材のお願い 

 

2021年 5月 23日(日) 14:00〜 

 

 

拝啓、ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。 

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) では、山口ゆめ回廊博覧会が開催される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』を実施します。 

第２回目は、2021 年 5 月 23 日(日)にオンラインにて開催いたします。ゲストに藤原徹平 

(建築家)、ホスト役に池本美和 (ガラス造形作家) を迎え「産業と暮らしの嗜み方」をテ

ーマにお話いたします。日本の夕陽百選に選ばれた焼野海岸や見事な地層や岩場が見られ

る本山岬公園、九州・四国までも望める竜王山公園など、美しい景観に恵まれた山陽小野

田市。この地に移住し活動を続けるガラス造形作家と気鋭の建築家が、地域の産業とそこ

に暮らす魅力を語らいます。なお、本イベントの記録映像の公開予定はございません。 

また、本トークイベントの様子や地域の情報、山口ゆめ回廊博覧会のイベントスケジュー

ルなどを掲載した、ゆめはくカフェ通信『kakeru』を 7 月より順次発行し、圏域内外で配

布いたします。 

ご多忙とは存じますが、ぜひこの機会にご取材賜りたくご案内申しあげます。 

取材いただける場合は、お手数ですが 5 月 21 日(金)までに電話、FAX、メールのいずれか

にてご連絡いただきますようお願い申しあげます。 

 

敬具 
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開催概要 

「産業と暮らしの嗜み方」 

■ 登 壇 

ゲスト：藤原徹平 (建築家) 地域ホスト：池本美和 (ガラス造形作家） 

進行役：山出淳也 (BEPPU PROJECT 代表理事) 聞き手：服部滋樹 (graf 代表) 

 日 時：2021 年 5月 23日(日) 14:00～ 

 場 所：オンライン 

 料 金：無料 

 お問い合わせ：080-4272-0824 (山口ゆめ回廊博覧会ゆめはくカフェ担当

〈NPO法人 BEPPU PROJECT 内>) 

 

□登壇者紹介 

藤原徹平 （建築家） 

1975 年神奈川県生まれ。建築家としてだけでなく、多様な領域を越境するアート

フェスティバルの企画やまちづくり、教育プログラムのデザインに関わる。主な作

品に<等々力の二重円環>、<代々木テラス>、<稲村の森の家>。著書に『7inch 

Project〈#01〉Teppei Fujiwara』など。 受賞に横浜文化賞文化・芸術奨励賞、日本

建築学会作品選集 新人賞、日本建築士会連合賞奨励賞、東京都建築士会住宅

建築賞など。2012 年より横浜国立大学准教授、2013 年より宇部ビエンナーレ運

営委員・選考委員・展示委員を務める。 

 

池本美和 (ガラス造形作家） 

1972 年広島県生まれ。山陽小野田市在住ガラス造形作家。きららガラス未来館

では講師を務め、地域振興まちづくりの一環として、756 人によるガラス絵画設置

（山陽小野田市民病院）等参加型ガラス体験イベント企画を行う。また作家活動は

吹きガラスによって建築空間への作品設置やテーブルウェア制作を手がける。主

な作品は、銀座レカン、シャンデリア、ANA インターコンチネンタルリゾート石垣ア

ートワーク制作等。第 1 回現代ガラス展 in 山陽小野田準大賞受賞。第 5 回現代

ガラス展よりスーパーバイザーを務める。 
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【本件に関するお問い合わせ】 

企画部 シティセールス課 観光振興係 

〒756−8601 山口県山陽小野田市日の出 1丁目 1番 1号 庁舎 2階 11番 窓口 

TEL: 0836-82-1151 E-mail: kankou@city.sanyo-onoda.lg.jp 

 

 

 

【広報に関するお問い合わせ】 

NPO法人 BEPPU PROJECT 担当：坂井 

〒874-0933 大分県別府市野口元町 2-35 菅建材ビル 2階 

TEL：0977-22-3560 Fax：0977-75-7012 E-mail：info@beppuproject.com 
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補足資料 

＊ゆめはくカフェとは?  

『ゆめはくカフェ』は、山口ゆめ回廊博覧会が開催される山口県央連携都市圏域の７市町

をつなぐリレー形式のトークイベントです。地域ホストはそれぞれのエリアで活躍するキ

ーパーソン、ゲストは圏域外で活躍するアーティストやクリエイター。両者の掛け合わせ

で、地域の魅力を掘り起こしていきます。また、トークの取材記事や『ゆめはくカフェ』

が開催される地域の特産品などを紹介する情報誌を発行し、圏域内外で配布します。 

 

ゆめはくカフェ 開催概要 (今後の予定) 

 ③「楽しみを発掘する」 

ゲスト：梅原 真 (デザイナー) 

地域ホスト：松田寛之 (秋吉台ゲストハウス TRIP BASE COCONEEL) 

日時：2021年 6 月 12日(土) 15:30〜 

場所：アンニヴェルサリオ・リストランテ ラルゴ 

 (山口県美祢市秋芳町秋吉 50 秋吉台国際芸術村内) 

 

 ④「旅と交流」 

ゲスト：松浦 弥太郎 (エッセイスト・クリエイティブディレクター) 

地域ホスト：塩満直弘 (ruco) 

日時：2021年 6 月 19日(土) 14:00〜 

場所：萩ゲストハウス ruco (山口県萩市唐樋町 92) 

 

 ⑤「発酵・日々たべること」 

ゲスト：高山なおみ (料理家・文筆家) 

地域ホスト：光浦 健太郎 (光浦醸造) 

日時：2021年 6 月 26日(土) 14:00〜 

場所：お茶室 芳松庵 (山口県防府市松崎町 14-1 防府天満宮内) 

 

 ⑥「医食同源」 

ゲスト：稲葉俊郎 (医師・医学博士) 

地域ホスト：大江健太 (糧)  

日時：2021年 7 月 10日(土) 14:00〜 

場所：糧
かて

 (島根県鹿足郡津和野町邑輝 829-1 医食の学び舎・旧畑迫病院内) 
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 ⑦「伝統から紐づく暮らし」 

ゲスト：田中元子 (株式会社 グランドレベル代表取締役社長・喫茶ランドリーオー

ナー) 地域ホスト：永山貴博 (永山本家酒造場) 

日時：2021年 7 月 18日(日)14:00〜 

場所：igual coffee (山口県宇部市車地 138 永山本家酒造場 2F) 

 

＊山口ゆめ回廊博覧会とは?  

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) では、「山口ゆめ回廊博覧会事業」として 2021 年 7 月 1 日(木)～12 月 31 日

(金)まで山口ゆめ回廊博覧会実行委員会と構成市町による多彩なイベントを圏域内各所で

開催いたします。 

 

山口ゆめ回廊博覧会 開催概要 

 会期：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) 

 Web サイト：https://yumehaku.jp 
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大変お手数ではございますが、ご取材いただけます場合は 5月 21日（金）までに

電話、FAX、メールのいずれかにてご連絡くださいますようよろしくお願いします。 

 

 NPO 法人 BEPPU PROJECT 担当：坂井 行 

FAX：0977-75-7012  ／ Email：info@beppuproject.com 

  

山口県央連携都市圏域をつなぐリレー形式のトークイベント 

ゆめはくカフェ「産業と暮らしの嗜み方」 

 

日 時：2021年 5月 23日(日) 14:00〜（13:30より受付開始） 

 
貴社名／貴メディア名  

ご芳名  （合計  名） 

連絡先(TEL/FAX/E-mail)  

撮影の有無 □スチール    □ムービー      台 

□撮影なし 

 

 

別 紙 


