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toilet

toilet

フード・ドリンク
雑貨販売
ワークショップ
ライブ

ユーカリとタイヨウ

Brasserie Lab

anuenue

COFFEE&ROASTER YAMA

gem36

OIL MOUNT PRINTERS

sonoda coffee

Apèro dinatoire!

喫茶むぎまめ舎

見習いハンター中野

山口ライアー Aily

yuQuri

カシャッと舎

AINONE

cafe&pottery 音 つわのよりどりみどり

THE BAR

萩焼深川窯青年部

荒川食品

とらや商店

うえだ農園

c'est moi

HANAKAGE CAFE Bouquet

l i tt le yumoto

little yumoto

jyunjieeno pizza
jyunjieeno pizza

patra cafe

petit lab bakery

TAKADA COFFEE

ツムグお台所

津田農園

8 2
1-

橋の上Restaurant cafe & pottery 置き座

足湯 Cafe

まちあるきActivity

川沿いWorkshop

川辺のMusic

橋の上 Foodstand橋の上Workshop

橋の下 Bar 雁木広場 Cafe

 恩湯前 Kawadoko

橋の上レストランは要予約となります。詳しくは
HPにてご確認ください。

焼菓子とハーブティー

シャルキュトリー

リンパケアトリートメント

コーヒー+コーヒー豆

フラワーショップ

シルク印刷体験

川辺のコーヒー

出張ワインバー

揚げたてドーナツ

俵山ジビエ教室

ライヤー演奏

ベーカリー

写真撮影 WS
エスニック料理

パニーノ + 焼菓子

萩焼 + カフェ 津和野まるごとマルシェ他

カクテルバー

豆皿制作体験

ベジポート

カットフルーツ

西洋野菜 + 焼き野菜

フラワーショップ

ワインバー

カレー + 縁日遊び

石窯ピッツァ

シロップジュース

ベーカリー

自家焙煎コーヒー

キッチンカー

朝もぎ果実

La Tierra+tumugu

橋の上のキュジーヌ

9/15（17時 , 19時）

9/15（11時～21時） 9/15（13時～16時） 9/16（18時～22時）
9/16（11時～21時） 9/15（11時～16時）
9/17（11時～19時）

9/15（11時～17時）

SUNNY DAY

かき氷とポップコーン

9/15（11時～17時）

9/17（11時～19時） 9/17（11時～19時）

9/15（11時～17時）9/16（11時 ,15時 ,19時）
9/17（11時 ,15時 )

茶日月
with おきなまさひと
ながトーク

中国茶會 参加型トークイベント

9/17（17時30分～）
9/15（11時 ,15時 ,18時）
9/16（11時 ,15時 ,18時）

9/15・16（11時～20時）

9/15・16（11時～20時）

9/15・16（11時～21時）

9/16・17（11時～18時）

9/15・16（11時～20時）

9/15・16（11時～20時） 9/15・16（11時～20時） 9/15・16（11時～20時）

9/17（11時～19時）

9/15・16・17（11時～15時）

9/15・16・17（11時～19時）9/15・16・17（17時～25時）

9/16（11時～17時）

9/16（11時～17時）
9/17（11時～19時）

9/17（11時～19時）

Photon

和ろうそく , 櫨石鹸 WS

9/17（11時～19時）
9/15・16（11時～20時）
9/17（11時～19時）

SHIKADA SHITSURAI

すだれで遊ぶ WS

アロマ空間デザイン

アロマスプレー WS

9/16（11時～20時）

akiko okajima

イラスト + 巾着 WS

POTATO MEGANE

オリジナルアイテム +WS

9/16（11時～20時） 9/17（11時～19時）

マカロンうさぎ

macron usagi

食品サンプル WS

9/17（11時～19時）

地球アート sisodwa

アクセサリー +WS

9/17（11時～19時）

尾崎真吾 

似顔絵制作

9/17（11時～19時）

9/17（11時～19時） 9/17（11時～19時）9/17（14時～19時）

9/15（11時～17時） 9/17（11時～19時） 9/17（11時～19時） 9/15（11時～17時）9/16（11時～17時）

とまりぎ

長門やきとり

9/16（17時～21時）
9/17（11時～19時）

さわやどり。

おむすび + 豚汁 + 唐揚

9/17（11時～19時）

9/17（11時～19時）

9/17（11時～19時）

9/15（11時～21時）
9/17（11時～19時）

Lotus

橋の上の精進料理

9/16（18時30分～）

えみもり

橋の上の串カツ

9/17（17時 , 19時）

Chikako Inoue
古楽器リュートの調べ

9/16（17時30分 , 19時30分）
9/17（15時 , 18時）

あいころりん

ココナッツカレー

9/15・16（17時～21時）

松村酒店
松村酒店

ビール + 日本酒 + ワイン

9/17（11時～19時）
9/15・16（17時～21時）

ちくぜん

とり料理

9/17（11時～19時）
9/15・16（17時～21時）

9/15・16（17時～21時）

9/15・16（17時～21時）

9/15（17時～21時）
9/16（11時～21時）

9/15・16（17時～21時） 9/15・16（11時～17時） 9/16・17（11時～17時） 9/15・16（11時～17時） 9/15・16（11時～17時）

9 15月

土

16
日

17
祝

開催時間 1 1 : 0 0 ~ 2 1 : 0 0
※最終日は 19 時まで

まちづくりが進む長門湯本温泉で、橋の上のグルメ

から川辺のワークショップやライブまで、たっぷり

楽しむ 3 日間！ぜひ遊びに来てください。

【駐車場について】イベントエリア内に駐車場はありません。必ずチラシ裏面
に記載の指定駐車場をご利用ください。

【出店日時について】出店日時は各店舗で異なります。また店舗によっては売
り切れ等の理由により早めに閉店する場合もございます。

【ワークショップについて】一部のワークショップは有料となります。詳細
は HP(www.yumoto-mirai . jp) または facebook
(www.facebook.com/yumotomirai) にてご確認ください。

【内容の変更について】天候等のやむ得ない理由により当日の内容は変更に
なる場合があります。最新情報は HP(www.yumoto-mirai . jp) または facebook
(www.facebook.com/yumotomirai) にてご確認ください。

今年も

OSA
KA

から特別参加

お
と

ずれ
マナーのお願

い

・ゴミの持ち帰り
・マイバックの持参

をオススメしています。
ぜひご協力ください。

リバーフェスタでは
環境への負荷を考慮して



大寧寺
駐車場

至
美
祢

音
信
川大寧寺川

長門湯本温泉 ACC E S S

MOR E  I N F O
イベントエリア内に駐車場はありません。
大寧寺駐車場をご利用ください。

臨時駐車場

川床設置箇所

リバーフェスタや長門湯本の社会実験
について詳しく知りたい方はこちら→
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長門湯本みらいプロジェクト

リバーフェスタおとずれ
おとずれリバーフェスタは、これから数年かけて大きく変わろうとしている
長門湯本温泉を舞台に、ここに遊びに来る人、住む人、働く人が、楽しく豊
かな時を過ごせるよう、未来の温泉街をイメージして体感する取り組みです。
大好評だった昨年に引き続き、今年も普段自由に使うことのできない川や道
路などを使いこなし、よりすぐりの飲食店やワークショップ、物販など様々
なワクワクする出展者のみなさまが集結しますので、是非温泉街を楽しみに
きて下さい！

温泉街を楽しもう！

川床・置き座で
川を楽しむ

道路空間の再編で
道を楽しむ

湯本提灯と照明で
夜を楽しむ

リバーフェスタと並行して、温泉街では常設化に向けて３つの社会実験を行っ
ています。①川を楽しむ川床や置き座（テラス）の設置実験、②湯本提灯や橋な
どのライトアップで夜を楽しむ照明実験、③道路の一部をブースや休憩スペース
に活用する空間再編実験。これらも是非体験してみてください！

さらに

期間中
は

イベント主催　湯本まちづくり協議会（みらい検討部会）　共催 長門湯本オソト活用協議会 , 長門市

info@yumoto-mirai . jpwww.yumoto-mirai . jp 0837-25-3611 yumotomirai
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