
EVENT 
PICK U

P

臨時開園（館）のお知らせ

070-3785-1500

チムニィ

問
CHIMNEY ときわ遊園店

070-5306-8012

バル ミエール

問
Bar Miel ときわ湖畔店

070-5678-3896

バル ミエール

問
Bar Miel ミュージアムショップ

0836-38-8650

カクタス

問
Cactus

0836-51-7120

レオラ

Hawaiian Resort Cafe’

問
Leola 焼肉広場

0836-37-0086問
ボンボン ときわ動物園売店

0836-39-8728問
ZOOベニア館

園内
ショップ
情報

山口宇部道路宇部南I.C.から車で5分
中国自動車道小郡I.C.から車で35分
山陽自動車道山口南I.C.から車で30分
山口宇部空港から車で5分

JR新山口駅から常盤駅まで宇部線で30分
JR宇部駅から常盤駅まで宇部線で30分
※JR常盤駅から歩いて15分

JR新山口駅からときわ公園入口まで
特急で30分
JR宇部新川駅からときわ公園まで市内
巡回バス「めぐりーな」で20分

お問い合わせ

ときわ公園総合インフォメーション
TEL.0836-38-3321

ときわ公園Faceｂook

山口宇部空港からときわ公園正面入口
までタクシーで5分

ときわ公園

※不定期の休みあり。詳しくはお問い合わせ下さい。
※イベント時変更あり

ときわ動物園、ときわ遊園地、石炭記念館　9：30～17：00
ときわミュージアム　  9：00～17：00
世界を旅する植物館　9：30～17：00（最終入館16：30）

毎週火曜日（祝日の場合は翌日）

普通車 200円～ 大型車 800円～
【駐車場料金】

【園内施設営業時間】

【園内施設休業日】

【入園料・入館料】

【入園料】無 料
【時間制】

スマホで
アクセスしてみよう。
詳細がわかるよ

check

※天候その他の事情により、イベントの内容が変更または中止になる場合があります。

月月
お問い合わせ　

世界を旅する植物館
一般 高校生以下 70歳以上300円 無料 200円

一般 中学生以下 70歳以上500円 200円 250円
ときわ動物園
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ときわ公園課　TEL 0836-54-0551　FAX 0836-51-7205

夜桜のライトアップ夜桜のライトアップ夜桜のライトアップ
３月16日（土）～４月７日（日）

さくらまつりさくらまつりさくらまつり
４月７日（日） 10:00～15：00

18:30～22：00

春のときわ公園はイベントいっぱい！
　　　　　　　楽しさいっぱい！花いっぱい！
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ときわ公園

ときわ公園フリーマーケット
日時／3月17日（日）　8：00～14：00
場所／東駐車場
申込／ときわ公園フリーマーケット事務局 TEL080-2884-0270

※雨天時中止

挿し木講習会
日時／3月16日（土）　9：30～11：30
場所／ときわレストハウス2階（受付9:00～）
持参／筆記用具、剪定ばさみ・カッター等
定員／先着40名
申込／3月1日（金）～11日（月） 
　　　宇部市ガーデンシティ推進グループ TEL0836-34-8485

ときわ湖水ホール

第99回東洋蘭春季展
日時／3月23日（土）　10：00～16：00
　　　　  24日（日）　  9：30～15：00

コレクション展　宇部派

日時／4月1日（月）～5月6日（月・休） ※火曜休館
　　　10：00～16：00　※入場は15：45まで

石炭記念館

発達障害啓発  ときわウォーク
日時／4月3日（水）　10：30～11：30
場所／大展示ホール集合
持参／歩行できる服装・飲み物等
　　　青色の物を身に付けてください。
申込／宇部市障害福祉課 TEL0836-34-8522

アーティスト・イン・レジデンス　シンポジウム
住む・作る・学ぶ　アートが育む宇部の未来

日時／3月17日（日）
　　　14：30～17：00（受付は14：00～）

宇部陶芸連盟  新作陶芸展
日時／4月26日（金）～28日（日）
　　　9：00～17：00（最終日は16：00まで）

ときわ遊園地 火曜休園

火曜休園

火曜休館

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（火）～8日（月）　夜間のみ

日時／～3月17日（日）　9：00～17：00
場所／UBEビエンナーレライブラリー
問い合わせ先／UBEビエンナーレ推進課 TEL 0836-51-7282
主催／UBEビエンナーレ世界一達成市民委員会

募集／4月１日（月）～14（日）
　　　（場所 ： 園内２か所のブース）
掲示／4月17日（水）～5月6日（月・休）
　　　（場所 ： 体験学習館モンスタ）

日時／4月14日、28日　14：00～15：00
場所／動物園入口集合（受付12：00～13:45）
料金／200円（別途入園料必要）　定員／各先着16名

◆シロテテナガザル（テツロウ）
日時／4月6日（土）　14：00～
場所／シロテテナガザル展示場前
料金／無料（別途入園料必要）

日時／4月20日（土）、21日（日） 13：00～13：30
場所／パタスモンキー展示場　定員／各日先着20名

日時／3月17日、4月7日、21日　9：35～10：15
場所／動物園入口集合（受付9：30～）
料金／無料（別途入園料必要）　定員／先着20名

日時／3月17日、24日、31日、4月7日、21日
　　　14：00～15：00
場所／動物園入口集合（受付12:00～13：45）
料金／100円（別途入園料必要）　定員／各先着32名

ときわ動物園

イントゥー ザ ワオ ※雨天時中止

※雨天時中止

ワオキツネザルの展示エリアに入って
エサやり体験

ときわ動物園園長 ドクター宮下の動物園ガイド

日時／3月18日 （月） 10：30～11：00
場所／体験学習館モンスタ

絵本で動物を身近に

動物おたんじょう会

誕生日月の方は缶バッジプレゼント！

リスザル アドベンチャー ラフティング
中南米の水辺ゾーンのリスザルの島にイカダで
渡り、リスザルにエサやり体験 アーティストが市内に滞在しながら制作活動を行う

アーティスト・イン・レジデンス事業をテーマにした
シンポジウム

第28回 UBEビエンナーレの屋外彫刻作品プランを展示

日時／3月12日（火）～24日（日）
場所／ときわミュージアム周辺

屋外インスタレーション「color f  ield」
彫刻家の森川穣と市内の中学生が共同制作した、
落ち葉のアート作品を屋外展示

あなたの疑問に飼育員がこたえます
飼育の日イベント

動物のお宅拝見！

日時／4月20日（土）、21日（日）　9：30～17：00
場所／動物園入口で配布　定員／各日先着200名

私は何の飼育員でしょう？クイズラリー

日時／4月21日（日）　15：30～16：00
場所／ふれあい動物広場入口集合（受付15：15～）
料金／200円　定員／先着10名

ふれあい動物ちょこっと飼育体験！

ときわミュージアム
「描いちゃお！うべの彫刻 2018」作品展

日時／～3月18日（月）　9：00～17：00
場所／UBEビエンナーレライブラリー

サイコロをつくって、彫刻すごろくであそぼう
～彫刻コレクターになるぞの巻

連続講座　炭鉱の語り部講座　第4弾
「宇部興産㈱コールセンター事業の概要と
　　　　　　　石炭のこれからについて」

日時／3月17日（日）　13：00～15：00
定員／20名程度（申込不要）
講師／松本清 氏（宇部興産㈱ エネルギー・環境事業部 
　　　　　　　  石炭ビジネスユニット 業務部 特命担当部長）

今回は国内最大規模の石炭中継基地である沖の山
コールセンターとこれからの石炭についてのお話

書道家 金澤翔子 書展＆彫刻家 ハンス ショール
　共生社会のための彫刻プロジェクト
　　ワークショップ原画展「さわって見る」

日時／～3月10日（日）　10：00～16：00
　　　※入場は15：45まで　※火曜休館
問い合わせ先／UBEビエンナーレ推進課 TEL0836-51-7282

軽食＆おべんと
NEW OPEN

!

宮下園長が動物園の見所をガイドするとともに、
普段入ることのできない動物の寝室、調理室、繁殖棟、
診療室などを案内します！

動物園、ミュージアム、
アートギャラリー、

遊園地、石炭記念館ですが、
3/26（火）、4/2（火）、4/30（火）

は臨時開園（館）！

春いっぱいのときわ公園を楽しもう！
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綺麗にライトアップされた

　 夜桜も観に来てね！

３月16日（土）～４月７日（日）

火曜休館

飼育員のお仕事をちょっとだけ体験！
◆パタスモンキー

 みんな   来てね！

日時／3月23日（土） 13：00～14：00
場所／体験学習館モンスタ
料金／無料（別途入園料必要）　定員／10名（事前申込必要）
申込／ときわ動物園 TEL0836-21-3541

突撃‼ときわのサルごはん！
リスザル～小さなサルの昆虫ごはん～

［同時開催］ ウルリケ先生と子どもたちの作品展

毎月第1土曜

毎月第2・4日曜

毎月第1・3日曜

毎月第1・3・5日曜 ※冬季は毎週日曜

日時／4月14日（日） ①10：00～12：00 ②13：00～16：00
園芸相談 申込不要

※別途入園料必要




