
中国自動車道小郡ICから車で35分
山口宇部道路宇部南ＩＣから車で５分
山陽自動車道山口南ICから車で30分

車

JR新山口駅より常盤駅まで宇部線で30分
JR宇部駅より常盤駅まで宇部線で30分
※JR常盤駅より歩いて15分

JR

JR新山口駅よりときわ公園入口まで30分
JR宇部新川駅よりときわ公園まで20分バス

交通案 内

動物園は有料 
 一般500円  中学生以下200円  70歳以上250円

世界を旅する植物館は有料 
一般300円  高校生以下無料  70歳以上200円

営業
時間

休み

遊園地
9：00～17：00
植物館は9：30～
（入館16：30まで）

石炭記念館 動物園ときわミュージアム

火曜日（祝日の時は翌日）※イベント時変更あり

9：30～17：00 9：30～17：009：30～17：00
ときわ公園総合インフォメーション
TEL.0836-38-3321

お問い合わせ

ときわ公園

facebook

入園料 無料 駐車場料金(時間制)
200円～（普通車）/800円～（大型車）

0836-51-7120問

レ オ ラ

Hawaiian Resort Café Leola 焼肉広場 ボンボン
0836-37-0086問

070-5678-3896問

バ ル  ミ エ ー ル カ ク タ ス

Bar Miel ときわ湖畔店甘味処 あんみつ姫
0836-37-5810問 070-5306-8012問

バ ル  ミ エ ー ル

Bar Miel ときわ遊園店

0836-35-8324問

ア ンド グ リ ー ン

喫茶 And green

ミュージアムショップ Cactus
0836-38-8650問

ときわ動物園売店 ＺＯＯベニア館
0836-39-8728問

園内
ショップ情報 ▲スマホで

アクセスしてみよう。
詳細がわかるよ

飼育の日特別イベント
【日時】4月14日（土）、4月15日（日）9：30～17：00
【場所】ときわ動物園

春のコレクション展2018
「宇部派̶彫刻家の意外なお仕事！」
【日時】4月1日(日)～5月20日(日)
　　　10:00～16:00 (入場15:45まで)※火曜休館
【場所】ときわ湖水ホール アートギャラリー
春いっぱいのアートハウスをつくろう！
【日時】4月1日(日)10:00～16:00（入館 15:45まで）
春いっぱいのアートハウスであそぼう！
【日時】4月1日(日)～5月20日(日)
　　　10：00～16：00 (入場15：45まで)　　　
ワークショップ「レジン de キーホルダー」
【日時】4月1日(日)10：30～14：30
【料金】200円
ワークショップ「アメリカンフラワーであそぼう！」
【日時】4月8日(日)10：30～14：３0
【料金】100円
ワークショップ「プラ板 de バッジ」
【日時】4月29日(日)10：30～14：３0
【料金】200円
ワークショップ「銅板 de キーホルダー」
【日時】5月3日(木・祝)・5月5日（土・祝）
　　　10：30～14：30
【料金】300円

●お問い合わせ ときわ公園管理課
☎ 0836-54-0551 FAX 0836-51-7205

3月~5月イベントスケジュール

コレクション展
【日時】開催中～3月26日（月）9：30～17：00

（火曜休館）石炭記念館

※イベントの内容は
　変更になる場合があります。

ときわ公園フリーマーケット
【日時】5月20日（日）7：00～14：00
【場所】東駐車場

ときわ公園
ぼたん・しゃくやくまつり
ぼたん苑 ライトアップ
【日時】4月下旬～5月下旬
ぼたん苑 お茶の無料接待
【日時】4月29日(月）　10：00～
【定員】先着200名（なくなり次第終了）

こどもタネだんご作り教室
【日時】5月26日（土）10：00～11：30
　　　（受付 9：30～）
【場所】旧青年の家付近
【対象】小学生以下 【料金】100円/1人
【定員】先着20名   【申込】5月1日～5月18日
公園緑地課 ☎0836-51-7252

大観覧車ブルーライトアップ
（発達障害啓発週間イベント）
【日時】4月2日（月）～4月8日（日）(夜間のみ)

ときわ動物園園長　ドクター宮下の動物園ガイド
【日時】毎月第1・3日曜日（3月18日、4月1日、
　　　4月15日、5月6日、5月20日）
　　　9：35～10：15（受付 9：30～）
【場所】ときわ動物園入口 【定員】先着20名/回
【料金】なし（別途入園料必要）

リスザル アドベンチャー ラフティング
【日時】毎月第2・4日曜日（4月8日、4月22日、
　　　5月13日、5月27日）
　　　14：00～15：00（受付 12：00～）
【場所】ときわ動物園入口 【定員】先着16名/回
【料金】200円（別途入園料必要）

第20回山口エビネ会花展
【日時】5月3日（木・祝）～5月5日（土・祝）
　　　9：15～17：00（最終日は15：00まで）

工作コーナー とびだす！彫刻メッセージカードをつくろう
【日時】3月31日（土）～6月24日（日）9：00～17：00
【場所】UBEビエンナーレライブラリー

ステンドグラス展
【日時】5月2日（水）～5月6日（日）9：00～17：00
　　　（※6日は15:00まで）
【場所】ときわミュージアム イベントホール

ヤマアジサイ展
【日時】5月30日（水）～6月3日（日）9:00～17:00
【場所】ときわミュージアム イベントホール

冒険ラリー
【日時】4月28日（土）～5月6日（日）9：30～17：00

ガイドツアー
【日時】5月3日（木・祝）～5月6日（日）14：00～15：00

ときわ湖水ホール
第97回東洋蘭春季展
【日時】3月17日（土）10：00～16：00
　　　3月18日（日）9：30～15：00

UBEビエンナーレPR展＠国際アートフェア
「MARTE」／スペイン報告展
【日時】開催中～4月9日（月）9：00～17：00
【場所】UBEビエンナーレライブラリー

春
も
イ
ベ
ン
ト

い
�
ぱ
い
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ス
！！

消防フェア
【日時】3月18日（日）
　　　11：00～15：00
オリジナル缶バッチ
プレゼント（先着100名様）

ときわ遊園地（火曜休園）

イントゥー ザ ワオ
【日時】3月18日、3月25日、4月1日、4月15日、
　　　4月29日、5月6日、5月20日
　　　14：00～15：00（受付 12：00～）
【場所】ときわ動物園入口 【定員】先着32名/回
【料金】100円（別途入園料必要）

ときわ動物園 （火曜休園）

福田 幸広  写真展「アナグマはクマではありません」
【日時】5月19日（土）～6月17日（日）
ギャラリートーク
【日時】5月19日（土）13：00～15：0
ときわ公園で野生動物の
フィールドサインを探してみよう
【日時】5月20日（日）10：00～12：00
【場所】スポーツ広場
【定員】先着20名(要事前申込)

体験学習館モンスタ （火曜休館）

ときわミュージアム （火曜休館）

宇部陶芸連盟　新作陶芸展
【日時】4月6日（金）～4月8日（日）
　　　9：00～17：00（最終日は16：00まで）

発達障害啓発　ときわウォーク
【日時】4月4日（水）10：30～11：30(受付 10:00～)
【場所】ときわ湖水ホール 大展示ホール
【持参品】歩行できる服装・飲み物等
　　　　青色の物を身につけてください。
【問い合わせ】宇部市障害福祉課
　　　　　　☎0836-34-8522

バードウィーク野鳥観察会
【日時】5月13日（日）9:00～11:00
【場所】ときわ公園正面入口（要事前申込）

カワウソの日特別イベント
【日時】5月26日（土）、5月27日（日） 12:30～
【場所】コツメカワウソ展示場

突撃！ときわのサルごはん
【日時】毎月第4土曜日（3月24日、4月28日、
　　　5月26日）13:00～13:30
【場所】3月リスザル、4月トクモンキー、
　　　5月シシオザル（各展示場前）
【料金】なし（別途入園料必要）

UBEcity

SPRING
2018       TOKIWA PAR K  N E W S

Adventure
さくらライトアップ
　3月17日（土）～4月8日（日）
さくらまつり2018
　4月1日（日）

EVENT PICK UP

春らんまん！
さくらキャンペーン

ときわ公園 山口ゆめ花博
連携イベント

花
よ咲
け
咲
け

遊園地、ミュージアム、石炭記念館、
動物園は火曜休園（館）ですが
3/27、4/3、5/1は開園（館）！

〈開園（館）のお知らせ〉

ときわ動物園
開園3周年記念
新しい仲間がやってくる！



2017年4月29日にオープンした植物館の
熱帯アメリカゾーンのシンボルツリーの名前は？
①オリーブ
②パラボラッチョ
③ハンカチノキ

答えの番号、郵便番号、住所、氏名、ときわ公園へのご意見・ご感想を明記し、
下記宛先へはがき・FAX・メールのいずれかでご応募ください。

ときわ公園管理課 ときわタイムズ春号 プレゼント係

※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

ときわ
公園

Qui
z

前号のクイズの答え ③ライトショー

Q

公園内飲食店焼肉広場
ボンボン1,000円食事券
提供：（有）ライズ

B賞
5名様

遊園地乗り物
招待券
提供：サノヤスライド㈱

Ａ賞
10名様

ヒント
スペイン語圏で「酔っぱら
いの木」と呼ばれている

　755-0001 宇部市大字沖宇部254　　　0836-51-7205　　　tokiwakouen@city.ube.yamaguchi.jp

答えて
当てよう！

 プレゼ
ント☆

5月31日（木）必着

応 募 方 法

※他にもきれいな花がたくさんです！
開花情報
TOKIWA PARK topics

花　
　

木

と
き
わ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

（
周
辺
含
む
）

サクラ
モクレン
ボタン
シャクヤク
シャクナゲ
ツツジ
フジ
ツバキ
ハンカチノキ
カトレア類
サボテン類
バラ（約５０種類）
シラーシベリカ
ヒスイカズラ

種  類 3月 4月 5月

花　
　

壇

パンジー
ヒヤシンス
ハナナ
ゴデチャ
ビオラ
ノースポール
キンセンカ
ネモフィラ
チューリップ
ロベリア
キンギョソウ
ナデシコ

種  類 3月 4月 5月

和酒フェス
2018

3/25
（日）

4/1
（日）

山口大学・動物園・植物館連携企画

3月25日（日）
快盗戦隊ルパンレンジャー
VS警察戦隊パトレンジャー ショー

ときわ遊園地
カッタ君ステージ

場 所

・ステージショー
※ショー終了後、写真撮影会を行います。

内 容

【1回目】11:00～
【2回目】14:00～

時 間

観覧無料

動物と植物の秘密に気付き「なるほど！！」
「そうだったんだ！！」と驚きの連続です。
〈ときわ動物園〉
【日時】3月21日（水・祝）～5月6日（日）
　　　 9：30～17：00
【場所】体験学習館モンスタ
〈ときわミュージアム〉
【日時】3月21日（水・祝）～4月8日（日）
　　　 9：00～17：00
【場所】ときわミュージアムイベントホール

開園３周年記念イベント
動物園に新しい仲間がやってくる！！
トカラヤギ・ハリネズミ

3/17
（土）

世界を旅する植物館
リニューアル1周年記念展

親子手作り
チーズ教室

オリジナル
ポストカード
プレゼント

4月29日
入館者先着100名様

【時間】9：00～17：00（※5/1を除く火曜日休館）
【場所】ときわミュージアム
　　　 イベントホール
【内容】リニューアルオープン
　　　 1周年を記念して、
　　　 植物の成長の
　　　 振り返り展示など

【時間】9：00～17：00（※5/1を除く火曜日休館）
【場所】ときわミュージアム
　　　 イベントホール
【内容】リニューアルオープン
　　　 1周年を記念して、
　　　 植物の成長の
　　　 振り返り展示など

【時間】10:00～
【場所】体験学習館モンスタ
【内容】チーズ作りを見学した後、
　　　 出来たてチーズをみんなで食べます。
【持参品】エプロン、三角巾
【定員】15組（先着順）
【申込】3月15日（木）まで
ときわ公園管理課☎0836-54-0551

【時間】10:00～
【場所】体験学習館モンスタ
【内容】チーズ作りを見学した後、
　　　 出来たてチーズをみんなで食べます。
【持参品】エプロン、三角巾
【定員】15組（先着順）
【申込】3月15日（木）まで
ときわ公園管理課☎0836-54-0551

ときわ動物園 ときわミュージアム

共通年間パスポート販売開始！
動物園・植物館3/18

（日）

4/28
（土）～

5/27
（日）

さくらまつり
琴コンサート

さくらまつり
琴コンサート

【期間】 1回目 11：00～
　　　 2回目 13：30～
【場所】ときわミュージアム
音夢（ねむ）の会による
琴コンサート

【場所】UBEビエンナーレ ライブラリー
彫刻のイラストにぬり絵をして、
ひらくと飛び出すメッセージカード！

とびだす！
彫刻メッセージ
カードをつくろう

なりきり！
自衛隊員
自衛隊の
ミニ制服の
試着や
記念撮影など

さくら
スイーツ
フェア
さくらにちなんだ
スイーツや
パンの販売

【時間】11：00～16：00
【場所】ときわ湖水ホール
【内容】県内の蔵元が大集結！
　　　 多くの地酒と焼酎の利き酒（有料）ができる！
【協力】有限会社 篠澤酒舗

第2回コラボ企画！

お～いお茶
×

ときわ公園
お茶の入れ方
無料体験など
【協力】伊藤園 

【時間】10:00～15:00
【場所】石炭記念館
【内容】石炭にちなんだ
　　　 イベントやワークショップなど！
①展望台まで
　階段でのぼろう！
②紙芝居（※7日（土）のみ）

③SL投炭チャレンジ！
④化石割り
　（参加料300円・各日先着100人）

石炭
まつり

4/7
（土）

. 4/8
（日）

【時間】18：30～22：00
【場所】東駐車場・
　　　 じゃぶじゃぶ池付近

さくらライトアップ

3/17
（土）

～4/8
（日）

11：00～11：20　宇部吹奏楽団
11：25～11：30　主催者あいさつ
11：30～11：50　スタジオエニバディーズ
11：55～12：15　明光幼稚園
12：20～12：40　宇部太鼓

12：45～13：05　南蛮音頭保存会
13：10～13：30　Ｋ&Ｆダンススタジオ
13：30～13：50　香川高校ダンス部
13：50～14：10　クランクダンススタジオ
14：15～15：00　宇部よさこいプロジェクト

タイムスケジュール（カッタ君ステージ）

【時間】10：00～15：00
【場所】ときわ遊園地ほか

音楽やダンスのステージ!
屋台村やスイーツも楽しめます！

さくらまつり2018

※飲酒される方は公共交通機関をご利用ください

ウォーターガンで的を射ぬけ！

「ときわ動物園」・
「世界を旅する植物館」の
共通年間パスポートを
3月21日（水・祝）から販売開始します！

【料金】
一般（18歳～69歳） 2,200円
70歳以上 1,250円

「ときわ動物園」・
「世界を旅する植物館」の
共通年間パスポートを
3月21日（水・祝）から販売開始します！

【料金】
一般（18歳～69歳） 2,200円
70歳以上 1,250円

3/17
（土）

ウォーターショットウォーターショット

3周年記念限定
缶バッチ
プレゼント

入園者先着
各日100名様

3月17日、18日

【料金】300円
※3月17日（土）は10時からオープン

9：30～17：00 （パスポート販売時間 9:30～16:00）
時 間

遊園地の乗り物が
1,000円で乗り放題！

内 容

場 所
ときわ遊園地

4月15日（日）
ぶちのりパスポート

※一部機種対象外。 
※天候等により
   運休機種あり。


