
【問】岡山市 都市整備局 庭園都市推進課 街なかにぎわい推進室
http://www.city.okayama.jp/toshi/teien/teien_00001.html

TEL：086-803-1393 e-mail : teientoshi@city.okayama.lg.jp

県庁通りデザインミーティング

3月17日（日） 11時～20時30分

浅野平和町パーキングとその周辺
「みたてを変えれば まちが楽しくなる」をテーマに
“県庁通り”の近未来を体感できるマーケットや
地元の方と専門家で話し合う公開会議などを開催。

ホコテン！

3月24日(日) 11時～16時

西川緑道公園筋西側市道・西川緑道公園
今回のホコテン！のテーマは「ジャズ×岡メシ」。
春の陽射しが感じられる3月のホコテンは、心地よいジャズ
の音色を聴きながら、おいしい食事をお楽しみください。

オカリナの音色に癒されて

3月27日(水) 11時半～13時

野殿橋ステージ
心に響くオカリナの音色をお楽しみください。
手作りビーズアクセサリーなどの販売も
あわせて実施しています。

有機生活マーケットいち

3月17日(日) 10時～16時

西川緑道公園
循環可能なまちづくりをコンセプトに
有機野菜などの食材やフード、雑貨など
30～40のお店が並ぶマルシェです。

花・緑ハーモニーフェスタ

3月23日（土）・24日(日) 11時～16時

西川緑道公園・下石井公園
西川パフォーマーによる音楽ステージや
ダンスパフォーマンス、飲食ブースに花苗販売
などを楽しみください。



3月のイベントピックアップ～有機生活マーケットいち～

循環可能なヒト・モノ・コトを繋げる“有機生活マーケットいち”。
こだわりがいっぱいつまった30～40ブースが集まる大人気のマーケットです。
ステージではジャズ・イン・西川とコラボレーションして、心地よい演奏をお届けしています。
最近では、フードや食材に加えて、セトウチ、アンティーク、クラフトの要素も充実。
新しいオーガニックカルチャーの提案をコンセプトにマルシェを開催しています。
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西川フォークミーティング

4月14日（日） 12時～14時半

野殿橋ステージ
フォークソングやポップス、懐メロなど
誰もがどこかで聞いたことのある曲を演奏します。

オカリナの音色に癒されて

4月10日(水)・24日（水） 11時半～13時

野殿橋ステージ
心に響くオカリナの音色をお楽しみください。
手作りビーズアクセサリーなどの販売も
あわせて実施しています。

ブルドッキング・ヘッドロッカーズ

4月7日(日) 15時～17時

水上テラス
アンプラグドのアコースティック楽器で歌う
骨太で自由なオヤジロックのステージ。
岡山の町名や風景を歌う歌詞にも注目！

満月ＢＡＲ

4月20日（土） 17時～21時

野殿橋付近
満月に一番近い土曜日の夜、
西川緑道公園内におしゃれなＢＡＲが出現！
おいしいお酒とお食事をお楽しみください。

西川キャンドルナイトｖｏｌ.16

4月30日(火) 17時～21時

西川緑道公園
365日のたった１日。西川がキャンドルで彩られる
特別な夜。夕暮れにキャンドルの灯りが
西川を包み込み幻想的な空間に。



～西川エリアまち育て協議体～

2018年3月に誕生した、西川エリアまち育て協議体（略称「プラにし」）。
西川エリアの圧倒的当事者として、エリア内の飲食店・事業者・宿泊施設・町内会・警察との協力体制づくりや
地域資源活用ルールの検討などを行っています。
訪れた人に・暮らす人に・働く人に・地域の未来に、笑顔がたくさん増えるように、プラにしがコミュニケーションの
プラットホームとなり、点を繋げて新しいネットワークを創ります。
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岡山市 都市整備局 都市・交通部
庭園都市推進課 街なかにぎわい推進室

TEL 086-803-1393
E-mail teientoshi@city.okayama.lg.jp

西川 イベント 検索

53Vol.

2019年
5月号

オカリナの音色に癒されて 西川フォークミーティング

満月BAR 花・緑ハーモニーフェスタ

西川緑道公園筋歩行者天国ホコテン！

5月8日・22日(水) 5月12日(日)

5月18日(土) 5月18日(土)-19日(日)

5月19日(日)

時間：1 1時半～1 3時
場所：野殿橋ステージ
心に響く音色をお楽しみください。

手作りビーズアクセサリーなどの販売
もあわせて実施しています。

時間：1 2時～1 6時
場所：野殿橋ステージ

フォークソングやポップス、懐メロなど
誰もがどこかで聞いたことある曲を演
奏します。

時間：1 7時～2 1時
場所：野殿橋付近
満月に1番近い土曜日の夜、西川緑道
公園内におしゃれなB A Rが出現！おい
しいお店とお食事をお楽しみください。

時間：1 1時～1 6時
場所：西川緑道公園・下石井公園

西川パフォーマーによる音楽ステージ
やダンスパフォーマンス、飲食ブース
や花苗販売などをお楽しみください。

時間：1 1時～1 6時
場所：西川緑道公園筋西側市道（県庁通り～桶屋橋南）

「おとなもこどもものびのび過ごせる一日」をテーマに、
開催する歩行者天国。オープンスペースでお食事を楽し
んだり、のんびりとお過ごしください。



今月のピックアップイベント

日時：5月19日(日 )11時～16時
※「花・緑ハーモニーフェスタ i n西川」2日目

場所：野殿橋付近

アペリティフの日

アペリティフとは、フランスで食事を始める前に軽い飲み物と
おつまみで家族や友達とおしゃべりを楽しむ文化です。今回
で７回目を迎える「アペリティフ in  Oka y a m a」。5月の花・緑
ハーモニーフェスタ in西川で開催いたします。岡山の西川で、

フランスの食文化や雰囲気を気軽に体験できるイベントです。
ぜひ、フランス気分を楽しんでください！

一緒に西川緑道公園を
盛り上げませんか？

西川緑道公園の魅力を高め、まちなかに質の良い継続した
賑わいを創出することを目的に、西川緑道公園を活用して自
主的・主体的にイベントを企画・実施する「西川パフォー
マー」を募集しています。

登録には審査等が必要で、例年12月～1月頃の募集になり
ます。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

※募集方法・時期等に関しては変更となる場合があります。

西川パフォーマー 検索

西川パフォーマー事業の概要や募集について

http://www.city.okayama.jp/toshi/teien/teien_00024.html

西川緑道公園・県庁通りイベント情報
Facebookページ

西川緑道公園や県庁通りのイベント情報を
F a ce b ookでも発信しています。より詳細な情報

やリアルタイムな情報も発信していますのでぜ
ひご覧ください。

西川緑道公園・県庁通りイベント情報

Facebook @nishigawa.kencho
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※スケジュールは4月時点の予定です。変更となる場合があります。

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月
1月
2月
3月

3/15 花・緑ハーモニーフェスタin西川
有機生活マーケットいち
ホコテン！

3/25 オカリナの音色に癒されて

1/26 西川ぬく森アナザーガーデン
ホコテン！

12/11 オカリナの音色に癒されて

11/3 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
11/13 オカリナの音色に癒されて
11/17 西川フォークミーティング
11/27 オカリナの音色に癒されて

10/9 オカリナの音色に癒されて
10/13 西川フォークミーティング
10/16 満月BAR

10/23 オカリナの音色に癒されて
10/27 西川ぬく森アナザーガーデン

8/9 ジャズナイト
8/18 西川清掃
8/23 ジャズナイト

9/1 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/11 オカリナの音色に癒されて
9/15 西川フォークミーティング
9/18 満月BAR

9/25 オカリナの音色に癒されて
9/28-29 花・緑ハーモニーフェスタin西川
9/29 ホコテン！

7/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
7/12 ジャズナイト
7/14 西川フォークミーティング
7/26 ジャズナイト
7/27 満月BAR

6/2 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
6/9 西川フォークミーティング
6/12 オカリナの音色に癒されて
6/14 ジャズナイト
6/15 満月BAR

6/23 ホコテン！
6/26 オカリナの音色に癒されて
6/28 ジャズナイト

5/8 オカリナの音色に癒されて
5/12 西川フォークミーティング
5/18 満月BAR

5/18-19 花・緑ハーモニーフェスタin西川
5/19 アペリティフの日

ホコテン！
5/22 オカリナの音色に癒されて

4/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
4/10 オカリナの音色に癒されて
4/14 西川フォークミーティング
4/20 満月BAR

4/24 オカリナの音色に癒されて
4/30 西川キャンドルナイトVol.16



岡山市 都市整備局 都市・交通部
庭園都市推進課 街なかにぎわい推進室

TEL 086-803-1393
E-mail teientoshi@city.okayama.lg.jp

西川 イベント 検索

ブルドッキング・ヘッドロッカーズ 西川フォークミーティング

満月BAR

ジャズナイト

6月2日(日) 6月9日(日)

6月15日(土)

6月14日・28日(金)

時間：1 5時～1 7時
場所：水上テラス

アンプラグドのアコースティック楽器で
歌う骨太で自由なオヤジロック。岡山
の町名や風景を歌う歌詞にも注目！

時間：1 5時～1 8時
場所：野殿橋ステージ

フォークソングやポップス、懐メロなど
誰もがどこかで聞いたことある曲を演
奏します。

時間：1 7時～2 1時
場所：野殿橋付近
満月に1番近い土曜日の夜、西川緑道
公園内におしゃれなB A Rが出現！おい
しいお店とお食事をお楽しみください。

時間：1 8時～2 0時
場所：野殿橋付近
J a z z yなミュージックの西川ナイト・ライ

ブ。週末の夜に西川沿いで上質な音
楽をお楽しみください。

６月号

Vol.54
令和元年

オカリナの音色に癒されて6月12日・26日(水)
時間：1 1時半～1 3時
場所：野殿橋ステージ
心に響く音色をお楽しみください。

手作りビーズアクセサリーなどの販売
もあわせて実施しています。

西川緑道公園筋歩行者天国ホコテン！6月23日(日)

時間：1 1時～1 6時
場所：西川緑道公園筋西側市道

（県庁通り～桶屋橋南）

「おとなもこどもものびのび過ごせる一
日」をテーマに開催する歩行者天国。



今月のピックアップイベント

日時：6月23日(日 )11時～16時
※ 1 0時～1 7時 :エリア内自動車通行・自転車乗入禁止

場所：西川緑道公園西側市道（県庁通り～桶屋橋南）

西川緑道公園筋歩行者天国 ホコテン！

西川緑道公園筋歩行者天国ホコテン！は平成27年にはじ

まり、現在は沿道事業者等からなる実行委員会により年５回
程度しております。

６月のホコテン！は昨年度も大好評であった「こどもホコテ
ン！」です。子どもたちにとって「道路」は、いつもは何かと
「規制」される場所・・・。でも、この日は歩行者天国！この日
は子どもが主役！グルメに音楽、ワークショップ・・・。自由に
遊び、自由に学んでもらう１日にします♪

一緒に西川緑道公園を
盛り上げませんか？

西川緑道公園の魅力を高め、まちなかに質の良い継続した
賑わいを創出することを目的に、西川緑道公園を活用して自
主的・主体的にイベントを企画・実施する「西川パフォー
マー」を募集しています。

登録には審査等が必要で、例年12月～1月頃の募集になり
ます。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

※募集方法・時期等に関しては変更となる場合があります。

西川パフォーマー 検索

西川パフォーマー事業の概要や募集について

http://www.city.okayama.jp/toshi/teien/teien_00024.html

西川緑道公園・県庁通りイベント情報
Facebookページ

西川緑道公園や県庁通りのイベント情報を
F a ce b ookでも発信しています。より詳細な情報

やリアルタイムな情報も発信していますのでぜ
ひご覧ください。

西川緑道公園・県庁通りイベント情報

Facebook @nishigawa.kencho
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※スケジュールは4月時点の予定です。変更となる場合があります。
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3/15 花・緑ハーモニーフェスタin西川
有機生活マーケットいち
ホコテン！

3/25 オカリナの音色に癒されて

1/26 西川ぬく森アナザーガーデン
ホコテン！

12/11 オカリナの音色に癒されて

11/3 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
11/13 オカリナの音色に癒されて
11/17 西川フォークミーティング
11/27 オカリナの音色に癒されて

10/9 オカリナの音色に癒されて
10/13 西川フォークミーティング
10/16 満月BAR

10/23 オカリナの音色に癒されて
10/27 西川ぬく森アナザーガーデン

8/9 ジャズナイト
8/18 西川清掃
8/23 ジャズナイト

9/1 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/11 オカリナの音色に癒されて
9/15 西川フォークミーティング
9/18 満月BAR

9/25 オカリナの音色に癒されて
9/28-29 花・緑ハーモニーフェスタin西川
9/29 ホコテン！

7/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
7/12 ジャズナイト
7/14 西川フォークミーティング
7/26 ジャズナイト
7/27 満月BAR

6/2 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
6/9 西川フォークミーティング
6/12 オカリナの音色に癒されて
6/14 ジャズナイト
6/15 満月BAR

6/23 ホコテン！
6/26 オカリナの音色に癒されて
6/28 ジャズナイト

5/8 オカリナの音色に癒されて
5/12 西川フォークミーティング
5/18 満月BAR

5/18-19 花・緑ハーモニーフェスタin西川
5/19 アペリティフの日

ホコテン！
5/22 オカリナの音色に癒されて

4/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
4/10 オカリナの音色に癒されて
4/14 西川フォークミーティング
4/20 満月BAR

4/24 オカリナの音色に癒されて
4/30 西川キャンドルナイトVol.16

※出店内容等は変更となる場合があります。



岡山市 都市整備局 都市・交通部
庭園都市推進課 街なかにぎわい推進室

TEL 086-803-1393
E-mail teientoshi@city.okayama.lg.jp

西川 イベント 検索

ブルドッキング・ヘッドロッカーズ

西川フォークミーティング 満月BAR

ジャズナイト

西川・キッズ・夏物語2019

7月7日(日)

7月14日(日) 7月27日(土)

7月12日・26日(金)

7月21日(日)

時間：1 6時～1 8時
場所：水上テラス

アンプラグドのアコースティック楽器で
歌う骨太で自由なオヤジロック。岡山
の町名や風景を歌う歌詞にも注目！

時間：1 5時～1 7時3 0分
場所：野殿橋ステージ

フォークソングやポップス、懐メロなど
誰もがどこかで聞いたことある曲を演
奏します。

時間：1 7時～2 1時
場所：野殿橋付近
満月に1番近い土曜日の夜、西川緑道
公園内におしゃれなB A Rが出現！おい
しいお店とお食事をお楽しみください。

時間：1 7時～2 0時
場所：野殿橋付近
J a z z yなミュージックの西川ナイト・ライ

ブ。週末の夜に西川沿いで上質な音
楽をお楽しみください。

時間：1 0時～1 4時
場所：西川緑道公園（県庁通り～水上テラス）
親子が楽しめる遊びやワークショップが盛り沢山。
ツリーイング（要事前申込）は毎年大人気！
緑と水の豊かな西川緑道公園で夏の思い出をつくろう♪

７月号

Vol.55
令和元年



今月のピックアップイベント

日時：7月12日(金 )・26日 (金 )17時～20時

場所：西川緑道公園野殿橋付近

ジャズナイト

一緒に西川緑道公園を
盛り上げませんか？

西川緑道公園の魅力を高め、まちなかに質の良い継続した
賑わいを創出することを目的に、西川緑道公園を活用して自
主的・主体的にイベントを企画・実施する「西川パフォー
マー」を募集しています。

登録には審査等が必要で、例年12月～1月頃の募集になり
ます。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

※募集方法・時期等に関しては変更となる場合があります。

西川パフォーマー 検索

西川パフォーマー事業の概要や募集について

http://www.city.okayama.jp/toshi/teien/teien_00024.html

西川緑道公園・県庁通りイベント情報
Facebookページ

西川緑道公園や県庁通りのイベント情報を
F a ce b ookでも発信しています。より詳細な情報

やリアルタイムな情報も発信していますのでぜ
ひご覧ください。

西川緑道公園・県庁通りイベント情報

Facebook @nishigawa.kencho
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※スケジュールは4月時点の予定です。変更となる場合があります。

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月
1月
2月
3月

3/15 花・緑ハーモニーフェスタin西川
有機生活マーケットいち
ホコテン！

3/25 オカリナの音色に癒されて

1/26 西川ぬく森アナザーガーデン
ホコテン！

12/11 オカリナの音色に癒されて

11/3 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
11/13 オカリナの音色に癒されて
11/17 西川フォークミーティング
11/27 オカリナの音色に癒されて

10/9 オカリナの音色に癒されて
10/13 西川フォークミーティング
10/16 満月BAR

10/23 オカリナの音色に癒されて
10/27 西川ぬく森アナザーガーデン

8/9 ジャズナイト
8/18 西川清掃
8/23 ジャズナイト
8/24 満月BARスピンオフ企画「日本酒BAR」
9/8 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/11 オカリナの音色に癒されて
9/15 西川フォークミーティング
9/18 満月BAR

9/25 オカリナの音色に癒されて
9/28-29 花・緑ハーモニーフェスタin西川
9/29 ホコテン！

7/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
7/12 ジャズナイト
7/14 西川フォークミーティング
7/26 ジャズナイト
7/21 西川・キッズ・夏物語2019

7/27 満月BAR

6/2 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
6/9 西川フォークミーティング
6/12 オカリナの音色に癒されて
6/14 ジャズナイト
6/15 満月BAR

6/23 ホコテン！
6/26 オカリナの音色に癒されて
6/28 ジャズナイト

5/8 オカリナの音色に癒されて
5/12 西川フォークミーティング
5/18 満月BAR

5/18-19 花・緑ハーモニーフェスタin西川
5/19 アペリティフの日

ホコテン！
5/22 オカリナの音色に癒されて

4/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
4/10 オカリナの音色に癒されて
4/14 西川フォークミーティング
4/20 満月BAR

4/24 オカリナの音色に癒されて
4/30 西川キャンドルナイトVol.16

西川緑道公園の人気イベント「ジャズイン西川」がお送りす
る、夜のジャズステージが夏の間だけ登場します。

ジャズを楽しみにお越しいただくのももちろんですが、散歩
途中に立ち寄ってみたり、飲み会前の“0次会”として活用す
るのもオススメです！日によっては飲食の出店もあります♪

暑さの厳しい夏の夜を、上質なジャズ演奏、そして豊かな
水と緑で気持ち良く過ごしていただけたらと思います。



岡山市 都市整備局 都市・交通部
庭園都市推進課 街なかにぎわい推進室

TEL 086-803-1393
E-mail teientoshi@city.okayama.lg.jp

西川 イベント 検索

西川清掃

日本酒BAR produced by 満月BAR

ジャズナイト

8月18日(日)

8月24日(土)

8月9日・23日(金)

時間：8時～1 0時
場所：西川緑道公園内

日頃、西川を利用する人たちで、西川
の土用（どよう）干しに合わせて、毎年
清掃を行います。

時間：1 7時～2 1時
場所：野殿橋付近

一夜限り、西川緑道公園が昔ながらの
立ち飲み居酒屋に変化します。
日本酒と共に、こだわりのお料理を
お楽しみください。

時間：1 8時～2 0時
場所：野殿橋付近
J a z z yなミュージックの西川ナイト・ライ

ブ。週末の夜に西川沿いで上質な音
楽をお楽しみください。

８月号

Vol.56
令和元年

「西川清掃」

下石井公園トイレが
7月下旬にリニューアル！

※リニューアル時期はチラシ作成時（ 7月上旬）のもので変更となる場合があります。

西川緑道公園に隣接する下石井公園のトイレが、この度ネーミング

ライツ制度 (※ )により「下石井公園トイレ Y O U + T A S  ヨータス

P r o d u c e d  b y  a c t a s」としてリニューアル♪

大便器の洋式化などすべての便器を取り替えるとともに、内装のや

り替えや防犯カメラの設置など、快適で安心して利用できる環境を

整備します。

※公園トイレのネーミングライツ制度

トイレに命名権を与える代わりに、命

名権を得た企業がトイレをキレイにす

る制度。

今回は下石井公園トイレの命名権を

「株式会社アクタス」が得て、リニュー

アルが実現しました！



今月のピックアップイベント

一緒に西川緑道公園を
盛り上げませんか？

西川緑道公園の魅力を高め、まちなかに質の良い継続した
賑わいを創出することを目的に、西川緑道公園を活用して自
主的・主体的にイベントを企画・実施する「西川パフォー
マー」を募集しています。

登録には審査等が必要で、例年12月～1月頃の募集になり
ます。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

※募集方法・時期等に関しては変更となる場合があります。

西川パフォーマー 検索

西川パフォーマー事業の概要や募集について

http://www.city.okayama.jp/toshi/teien/teien_00024.html

西川緑道公園・県庁通りイベント情報
Facebookページ

西川緑道公園や県庁通りのイベント情報を
F a ce b ookでも発信しています。より詳細な情報

やリアルタイムな情報も発信していますのでぜ
ひご覧ください。

西川緑道公園・県庁通りイベント情報

Facebook @nishigawa.kencho
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※スケジュールは4月時点の予定です。変更となる場合があります。

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月
1月
2月
3月

3/15 花・緑ハーモニーフェスタin西川
有機生活マーケットいち
ホコテン！

3/25 オカリナの音色に癒されて

1/26 西川ぬく森アナザーガーデン
ホコテン！

12/11 オカリナの音色に癒されて

11/3 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
11/13 オカリナの音色に癒されて
11/17 西川フォークミーティング
11/27 オカリナの音色に癒されて

10/9 オカリナの音色に癒されて
10/13 西川フォークミーティング
10/16 満月BAR

10/23 オカリナの音色に癒されて
10/27 西川ぬく森アナザーガーデン

8/9 ジャズナイト
8/18 西川清掃
8/23 ジャズナイト
8/24 日本酒BAR produced by 満月BAR

9/8 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/11 オカリナの音色に癒されて
9/15 西川フォークミーティング
9/18 満月BAR

9/25 オカリナの音色に癒されて
9/28-29 花・緑ハーモニーフェスタin西川
9/29 ホコテン！

7/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
7/12 ジャズナイト
7/14 西川フォークミーティング
7/26 ジャズナイト
7/21 西川・キッズ・夏物語2019

7/27 満月BAR

6/2 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
6/9 西川フォークミーティング
6/12 オカリナの音色に癒されて
6/14 ジャズナイト
6/15 満月BAR

6/23 ホコテン！
6/26 オカリナの音色に癒されて
6/28 ジャズナイト

5/8 オカリナの音色に癒されて
5/12 西川フォークミーティング
5/18 満月BAR

5/18-19 花・緑ハーモニーフェスタin西川
5/19 アペリティフの日

ホコテン！
5/22 オカリナの音色に癒されて

4/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
4/10 オカリナの音色に癒されて
4/14 西川フォークミーティング
4/20 満月BAR

4/24 オカリナの音色に癒されて
4/30 西川キャンドルナイトVol.16

●

YOU+ TA S

日本酒BAR produced by 満月BAR

西川ではすっかりお馴染みとなった人気イベント「満月BA R」が

今月は趣向を変え、「日本酒BA R」としてオープンします♪

日本酒はもちろん、日本酒を使ったカクテルの提供もあります

ので、普段とは違う飲み方も体験していただけたらと思います。

ビールやソフトドリンクも販売しますので、お酒の飲めない方も

安心してお越しください^0^

料理は今回のイベントの為に作ったオリジナル“升”にて、提

供いたします。日本酒にこだわりの料理、そしてどこか懐かしさ

を感じる立ち飲みカウンターで、いつもとは一味違った西川をお

楽しみください。

日本酒BAR   produced by 満月B A R

日時：令和元年8月2 4日（土） 1 7時～2 1時
※ラストオーダー 2 0時

場所：西川緑道公園 野殿橋付近

※写真は満月 B A R



岡山市 都市整備局 都市・交通部
庭園都市推進課 街なかにぎわい推進室

TEL 086-803-1393
E-mail teientoshi@city.okayama.lg.jp

西川 イベント 検索

ブルドッキング・ヘッドロッカーズ

西川フォークミーティング 満月BAR

花・緑ハーモニーフェスタ

9月8日(日)

9月15日(日) 9月18日(水)

9月28日(土)-29日(日)

時間：1 5時～1 7時
場所：水上テラス

アンプラグドのアコースティック楽器で
歌う骨太で自由なオヤジロック。岡山
の町名や風景を歌う歌詞にも注目！

時間：1 5時～1 8時
場所：野殿橋ステージ

フォークソングやポップス、懐メロなど
誰もがどこかで聞いたことある曲を演
奏します。

時間：1 7時～2 1時
場所：野殿橋付近
西川緑道公園内におしゃれなB A Rが

出現！おいしいお店とお食事をお楽し
みください。

時間：1 1時～1 6時
場所：西川緑道公園・下石井公園

西川パフォーマーによる音楽ステージ
やダンスパフォーマンス、飲食ブース
などをお楽しみください。

9 月号

Vol.57
令和元年

オカリナの音色に癒されて9月11日・25日(水)
時間：1 1時半～1 3時
場所：野殿橋ステージ
心に響く音色をお楽しみください。

手作りビーズアクセサリーなどの販売
もあわせて実施しています。

西川緑道公園筋歩行者天国ホコテン！9月29日(日)
時間：1 1時～1 6時
場所：西川緑道公園筋西側市道

（県庁通り～桶屋橋南）

「おとなもこどもものびのび過ごせる一
日」をテーマに開催する歩行者天国。



今月のピックアップイベント

日時：9月29日(日 )11時～16時
※ 1 0時～1 7時 :エリア内自動車通行・自転車乗入禁止

場所：西川緑道公園西側市道
（県庁通り～桶屋橋南）

西川緑道公園筋歩行者天国 ホコテン！
西川緑道公園筋歩行者天国ホコテン！は平成27年にはじ

まり、現在は沿道事業者等からなる実行委員会により年５回

程度開催しております♪

これまで、実行委員会のメンバーで企画を持ち寄り趣向を

凝らした“ホコテン！”を開催してきましたが、今回９月のホコ

テンは初の「出店者募集」にチャレンジします。普段はゆった

りとした西川がこの日はマルシェに大変身！いつもとは一味

違う“ホコテン！”をお楽しみください。

一緒に西川緑道公園を
盛り上げませんか？

西川緑道公園の魅力を高め、まちなかに質の良い継続した
賑わいを創出することを目的に、西川緑道公園を活用して自
主的・主体的にイベントを企画・実施する「西川パフォー
マー」を募集しています。

登録には審査等が必要で、例年12月～1月頃の募集になり
ます。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

※募集方法・時期等に関しては変更となる場合があります。

西川パフォーマー 検索

西川パフォーマー事業の概要や募集について

http://www.city.okayama.jp/toshi/teien/teien_00024.html

西川緑道公園・県庁通りイベント情報
Facebookページ

西川緑道公園や県庁通りのイベント情報を
F a ce b ookでも発信しています。より詳細な情報

やリアルタイムな情報も発信していますのでぜ
ひご覧ください。

西川緑道公園・県庁通りイベント情報

Facebook @nishigawa.kencho
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※スケジュールは4月時点の予定です。変更となる場合があります。

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月
1月
2月
3月

3/15 花・緑ハーモニーフェスタin西川
有機生活マーケットいち
ホコテン！

3/25 オカリナの音色に癒されて

1/26 西川ぬく森アナザーガーデン
ホコテン！

12/11 オカリナの音色に癒されて

11/3 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
11/13 オカリナの音色に癒されて
11/17 西川フォークミーティング
11/27 オカリナの音色に癒されて

10/9 オカリナの音色に癒されて
10/13 西川フォークミーティング
10/16 満月BAR

10/23 オカリナの音色に癒されて
10/27 西川ぬく森アナザーガーデン

8/9 ジャズナイト
8/18 西川清掃
8/23 ジャズナイト

9/8 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/11 オカリナの音色に癒されて
9/15 西川フォークミーティング
9/18 満月BAR

9/25 オカリナの音色に癒されて
9/28-29 花・緑ハーモニーフェスタin西川
9/29 ホコテン！

7/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
7/12 ジャズナイト
7/14 西川フォークミーティング
7/26 ジャズナイト
7/21 西川・キッズ・夏物語2019

7/27 満月BAR

6/2 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
6/9 西川フォークミーティング
6/12 オカリナの音色に癒されて
6/14 ジャズナイト
6/15 満月BAR

6/23 ホコテン！
6/26 オカリナの音色に癒されて
6/28 ジャズナイト

5/8 オカリナの音色に癒されて
5/12 西川フォークミーティング
5/18 満月BAR

5/18-19 花・緑ハーモニーフェスタin西川
5/19 アペリティフの日

ホコテン！
5/22 オカリナの音色に癒されて

4/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
4/10 オカリナの音色に癒されて
4/14 西川フォークミーティング
4/20 満月BAR

4/24 オカリナの音色に癒されて
4/30 西川キャンドルナイトVol.16

●

YOU+ TA S



岡山市 都市整備局 都市・交通部
庭園都市推進課 街なかにぎわい推進室

TEL 086-803-1393
E-mail teientoshi@city.okayama.lg.jp

西川 イベント 検索

西川フォークミーティング

満月BAR 西川ぬく森アナザーガーデン

10月13日(日)

10月16日(水) 10月27日(日)

時間：1 2時～1 5時
場所：野殿橋ステージ

フォークソングやポップス、懐メロなど
誰もがどこかで聞いたことある曲を演
奏します。

時間：1 7時～2 1時
場所：野殿橋付近
西川緑道公園内におしゃれなB A Rが

出現！おいしいお店とお食事をお楽し
みください。

時間：1 0時～1 5時
場所：野殿橋付近
山と森をテーマにしたマーケット。
自然系ワークショップなども充実し、
大人もこどもも楽しめます。

10 月号

Vol.58
令和元年

オカリナの音色に癒されて10月9日・23日(水)
時間：1 1時半～1 3時
場所：野殿橋ステージ
心に響く音色をお楽しみください。

手作りビーズアクセサリーなどの販売
もあわせて実施しています。

【近隣イベント】 おかやま国際音楽祭2019 下石井3DAYS10月12日(土)～14日(月祝)
1 0月1 2日（土） 1 7時～ オーケストラと歌の祭典
1 0月1 3日（日） 1 7時～ ジャズ・アンダー・ザ・スカイ v o l . 7

1 0月1 4日（月・祝） 1 6時～ P r e m i u m  M u s i c  N i g h t

場所：下石井公園特設ステージ ※入場無料 ※荒天中止

おかやま国際音楽祭のメインイベントの１つ
『下石井3 D A Y S』。まちなかの公園で、思い切り
音楽に染まる3日間！
【問】おかやま国際音楽祭実行委員会事務局

0 8 6 - 2 3 2 - 7 8 1 1



今月のピックアップイベント

日時：10月27日 (日)10時～15時

場所：西川緑道公園野殿橋付近

西川ぬく森アナザーガーデン
山の恵みを「食事・遊び・モノ」を通じて体感できるマーケッ

ト『西川ぬく森アナザーガーデン』。山の素材を使ったワーク

ショップや、電気ガスを使わず自然エネルギーのみで作るお

いしい料理、そして山に関係する手作り製品などなど、まち

なかの西川緑道公園で山を体感できます。

寒い季節には、足湯もお目見えして、心も体もぬくぬく、

ほっこり楽しめるマーケットです。

一緒に西川緑道公園を
盛り上げませんか？

西川緑道公園の魅力を高め、まちなかに質の良い継続した
賑わいを創出することを目的に、西川緑道公園を活用して自
主的・主体的にイベントを企画・実施する「西川パフォー
マー」を募集しています。

登録には審査等が必要で、例年12月～1月頃の募集になり
ます。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

※募集方法・時期等に関しては変更となる場合があります。

西川パフォーマー 検索

西川パフォーマー事業の概要や募集について

http://www.city.okayama.jp/toshi/teien/teien_00024.html

西川緑道公園・県庁通りイベント情報
Facebookページ

西川緑道公園や県庁通りのイベント情報を
F a ce b ookでも発信しています。より詳細な情報

やリアルタイムな情報も発信していますのでぜ
ひご覧ください。

西川緑道公園・県庁通りイベント情報

Facebook @nishigawa.kencho
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※スケジュールは4月時点の予定です。変更となる場合があります。

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月
1月
2月
3月 3/15 花・緑ハーモニーフェスタin西川

有機生活マーケットいち
ホコテン！

3/25 オカリナの音色に癒されて

1/26 西川ぬく森アナザーガーデン
ホコテン！

12/11 オカリナの音色に癒されて

11/3 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
日本酒BAR produced by 満月BAR

11/13 オカリナの音色に癒されて
11/17 西川フォークミーティング
11/27 オカリナの音色に癒されて

10/9 オカリナの音色に癒されて
10/13 西川フォークミーティング
10/16 満月BAR

10/23 オカリナの音色に癒されて
10/27 西川ぬく森アナザーガーデン

8/9 ジャズナイト
8/18 西川清掃
8/23 ジャズナイト

9/8 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/11 オカリナの音色に癒されて
9/15 西川フォークミーティング
9/18 満月BAR

9/25 オカリナの音色に癒されて
9/28-29 花・緑ハーモニーフェスタin西川
9/29 ホコテン！

7/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
7/12 ジャズナイト
7/14 西川フォークミーティング
7/26 ジャズナイト
7/21 西川・キッズ・夏物語2019

7/27 満月BAR

6/2 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
6/9 西川フォークミーティング
6/12 オカリナの音色に癒されて
6/14 ジャズナイト
6/15 満月BAR

6/23 ホコテン！
6/26 オカリナの音色に癒されて
6/28 ジャズナイト

5/8 オカリナの音色に癒されて
5/12 西川フォークミーティング
5/18 満月BAR

5/18-19 花・緑ハーモニーフェスタin西川
5/19 アペリティフの日

ホコテン！
5/22 オカリナの音色に癒されて

4/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
4/10 オカリナの音色に癒されて
4/14 西川フォークミーティング
4/20 満月BAR

4/24 オカリナの音色に癒されて
4/30 西川キャンドルナイトVol.16

●

YOU+ TA S



岡山市 都市整備局 都市・交通部
庭園都市推進課 街なかにぎわい推進室

TEL 086-803-1393
E-mail teientoshi@city.okayama.lg.jp

西川 イベント 検索

ブルドッキング・ヘッドロッカーズ

西川フォークミーティング

日本酒BAR produced by 満月BAR11月3日(日)

11月17日(日)

11月3日(日)
時間：1 5時～1 7時
場所：水上テラス

アンプラグドのアコースティック楽器で
歌う骨太で自由なオヤジロック。岡山
の町名や風景を歌う歌詞にも注目！

時間：1 2時～1 5時
場所：野殿橋ステージ

フォークソングやポップス、懐メロなど
誰もがどこかで聞いたことある曲を演
奏します。

時間：1 7時～2 1時
場所：野殿橋付近

一夜限り、西川緑道公園が昔ながらの
立ち飲み居酒屋に変化します。
日本酒とお料理をお楽しみください。

11 月号

Vol.59
令和元年

オカリナの音色に癒されて11月13日27日(水)
時間：1 1時半～1 3時
場所：野殿橋ステージ
心に響く音色をお楽しみください。

手作りビーズアクセサリーなどの販売
もあわせて実施しています。

西川イルミ２０１９－ひかり ほころぶ ひととき－11月15日(金)～2月14日(金)

街なかのオアシス「西川緑道公園」。
桃太郎大通りからあくら通りまでの約5 5 0 m区間が、1 6万球のイルミ
ネーションで包まれます。

時間：1 7時～2 3時
場所：西川緑道公園（桃太郎大通りからあくら通り）



今月のピックアップイベント

日時：11月15日 (金)～2月14日 (金 ) 17時～23時

場所：西川緑道公園（桃太郎大通り～あくら通り）

西川イルミ２０１９
西川冬の風物詩、西川イルミが11月から始まります！今年

度のテーマは「ひかり ほころぶ ひととき」。さまざまな位置

でイルミネーションの光がゆるやかに点灯と消灯をくりかえ

す演出で、「光が生まれ、花が咲く」様子を表現します。

昨年度の12万球から、今年度はさらにパワーアップして16

万球のイルミネーションで西川緑道公園を彩ります。ぜひと

もお立ち寄りください！

一緒に西川緑道公園を
盛り上げませんか？

西川緑道公園の魅力を高め、まちなかに質の良い継続した
賑わいを創出することを目的に、西川緑道公園を活用して自
主的・主体的にイベントを企画・実施する「西川パフォー
マー」を募集しています。

登録には審査等が必要で、例年12月～1月頃の募集になり
ます。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

※募集方法・時期等に関しては変更となる場合があります。

西川パフォーマー 検索

西川パフォーマー事業の概要や募集について

http://www.city.okayama.jp/toshi/teien/teien_00024.html

西川緑道公園・県庁通りイベント情報
Facebookページ

西川緑道公園や県庁通りのイベント情報を
F a ce b ookでも発信しています。より詳細な情報

やリアルタイムな情報も発信していますのでぜ
ひご覧ください。

西川緑道公園・県庁通りイベント情報

Facebook @nishigawa.kencho
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※スケジュールは4月時点の予定です。変更となる場合があります。

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月
1月
2月
3月 3/15 花・緑ハーモニーフェスタin西川

有機生活マーケットいち
ホコテン！

3/25 オカリナの音色に癒されて

1/26 西川ぬく森アナザーガーデン
ホコテン！

12/11 オカリナの音色に癒されて

11/3 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
日本酒BAR produced by 満月BAR

11/13 オカリナの音色に癒されて
11/17 西川フォークミーティング
11/27 オカリナの音色に癒されて

10/9 オカリナの音色に癒されて
10/13 西川フォークミーティング
10/16 満月BAR

10/23 オカリナの音色に癒されて
10/27 西川ぬく森アナザーガーデン

8/9 ジャズナイト
8/18 西川清掃
8/23 ジャズナイト

9/8 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/11 オカリナの音色に癒されて
9/15 西川フォークミーティング
9/18 満月BAR

9/25 オカリナの音色に癒されて
9/28-29 花・緑ハーモニーフェスタin西川
9/29 ホコテン！

7/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
7/12 ジャズナイト
7/14 西川フォークミーティング
7/26 ジャズナイト
7/21 西川・キッズ・夏物語2019

7/27 満月BAR

6/2 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
6/9 西川フォークミーティング
6/12 オカリナの音色に癒されて
6/14 ジャズナイト
6/15 満月BAR

6/23 ホコテン！
6/26 オカリナの音色に癒されて
6/28 ジャズナイト

5/8 オカリナの音色に癒されて
5/12 西川フォークミーティング
5/18 満月BAR

5/18-19 花・緑ハーモニーフェスタin西川
5/19 アペリティフの日

ホコテン！
5/22 オカリナの音色に癒されて

4/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
4/10 オカリナの音色に癒されて
4/14 西川フォークミーティング
4/20 満月BAR

4/24 オカリナの音色に癒されて
4/30 西川キャンドルナイトVol.16

●

YOU+ TA S



岡山市 都市整備局 都市・交通部
庭園都市推進課 街なかにぎわい推進室

TEL 086-803-1393
E-mail teientoshi@city.okayama.lg.jp

西川 イベント 検索

12 月号

Vol.60
令和元年

オカリナの音色に癒されて12月11日(水)
時間：1 1時半～1 3時
場所：野殿橋ステージ
心に響く音色をお楽しみください。

手作りビーズアクセサリーなどの販売
もあわせて実施しています。

新規西川パフォーマーを募集しています

西川緑道公園を活用して自主的・主体的にイベントを企画・実施
する「西川パフォーマー」を募集しています。
一緒に西川エリアを盛り上げませんか？

募集期間：１２月２０日～１月１７日

西川イルミ２０１９－ひかり ほころぶ ひととき－11月15日(金)～2月14日(金)

西川冬の風物詩、西川イルミ。
今年度のテーマは「ひかり ほころぶ ひととき」。

さまざまな位置でイルミネーションの光がゆるやかに点灯と消灯をく
りかえす演出で、「光が生まれ、花が咲く」様子を表現します。

昨年度の1 2万球から、今年度はさらにパワーアップして1 6万球のイ
ルミネーションで西川緑道公園を彩ります。

せひともお立ち寄りください。

時間：1 7時～2 3時
場所：西川緑道公園（桃太郎大通りからあくら通り）

詳細は裏面へ



今月のピックアップイベント

日時：12月11日 (水) 11時半～13時

場所：西川緑道公園野殿橋ステージ

オカリナの音色に癒されて
「オカリナの音色に癒されて」は、西川パフォーマー事業が

はじまった平成22年度に登録して以来、真夏と真冬を除く毎

月2回活動している団体です。西川での活動回数はもちろん

ダントツ1位！

ゆったりとしたお昼の西川にぴったりな癒しの音色を響か

せてくれます。小物雑貨や花苗の販売もございます。ぜひ足

を運んでみてください。

※花苗の販売は時期によっては実施いたしません。

一緒に西川緑道公園を
盛り上げませんか？

西川緑道公園の魅力を高め、まちなかに質の良い継続した
賑わいを創出することを目的に、西川緑道公園を活用して自
主的・主体的にイベントを企画・実施する「西川パフォー
マー」を募集しています。

登録には審査等が必要で、令和元年度の募集期間は12月
20日～1月17日です。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

※募集方法・時期等に関しては変更となる場合があります。

西川パフォーマー 検索

西川パフォーマー事業の概要や募集について

http://www.city.okayama.jp/toshi/teien/teien_00024.html

西川緑道公園・県庁通りイベント情報
Facebookページ

西川緑道公園や県庁通りのイベント情報を
F a ce b ookでも発信しています。より詳細な情報

やリアルタイムな情報も発信していますのでぜ
ひご覧ください。

西川緑道公園・県庁通りイベント情報

Facebook @nishigawa.kencho
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※スケジュールは4月時点の予定です。変更となる場合があります。

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月
1月
2月
3月 3/15 花・緑ハーモニーフェスタin西川

有機生活マーケットいち
ホコテン！

3/25 オカリナの音色に癒されて

1/26 西川ぬく森アナザーガーデン
ホコテン！

12/11 オカリナの音色に癒されて

11/3 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
日本酒BAR produced by 満月BAR

11/13 オカリナの音色に癒されて
11/17 西川フォークミーティング
11/27 オカリナの音色に癒されて

10/9 オカリナの音色に癒されて
10/13 西川フォークミーティング
10/16 満月BAR

10/23 オカリナの音色に癒されて
10/27 西川ぬく森アナザーガーデン

8/9 ジャズナイト
8/18 西川清掃
8/23 ジャズナイト

9/8 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/11 オカリナの音色に癒されて
9/15 西川フォークミーティング
9/18 満月BAR

9/25 オカリナの音色に癒されて
9/28-29 花・緑ハーモニーフェスタin西川
9/29 ホコテン！

7/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
7/12 ジャズナイト
7/14 西川フォークミーティング
7/26 ジャズナイト
7/21 西川・キッズ・夏物語2019

7/27 満月BAR

6/2 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
6/9 西川フォークミーティング
6/12 オカリナの音色に癒されて
6/14 ジャズナイト
6/15 満月BAR

6/23 ホコテン！
6/26 オカリナの音色に癒されて
6/28 ジャズナイト

5/8 オカリナの音色に癒されて
5/12 西川フォークミーティング
5/18 満月BAR

5/18-19 花・緑ハーモニーフェスタin西川
5/19 アペリティフの日

ホコテン！
5/22 オカリナの音色に癒されて

4/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
4/10 オカリナの音色に癒されて
4/14 西川フォークミーティング
4/20 満月BAR

4/24 オカリナの音色に癒されて
4/30 西川キャンドルナイトVol.16

●

YOU+ TA S


