
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

西川イルミ201911月15日～2月14日
時間：17時～2 3時
場所：西川緑道公園

桃太郎大通りからあくら通までの約
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。

1 月号

Vol.61
令和２年

西川緑道公園歩行者天国ホコテン！1月26日(日)
時間：11時～1 6時
場所：西川緑道公園筋西川市道

「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。1月のホコテンは「西川
ぬく森アナザーガーデン」とコラボ！

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
Facebook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

１月以降のイベント予定
11月12日から4日間、岡山大安寺中等教育学校の
生徒が庭園都市推進課へ職場体験に来ました！
西川緑道公園についてまとめましたので裏面をご覧ください

1月

2月

3月

1/26 ホコテン！・西川ぬく森アナザーガーデン

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

3/25 オカリナの音色に癒されて



令和元年度 岡山大安寺中等教育学校 チャレンジワーク

中学生も集まる西川緑道公園をつくろう！

令和元年11月12日～15日の間、岡山大安寺中
等教育学校の生徒3名がチャレンジワーク（職場
体験）として、庭園都市推進課を訪れました。

今年は『西川緑道公園をもっと同年代（中学
生）の集まる公園にするには』をテーマに、実際
に公園を歩き、魅力や課題を整理しながら、中学
生ならではの意見をまとめてみました！

西川緑道公園ではイベントが多く開催され、来る人が増えているものの、大
人や小さな子供向きのものが多く、中高生の利用者は少ないと感じました。

そこで、より一層公園の活性化につながると思い、中高生が増える取り組み
を考えてみました！

緑と水に囲まれてい
て、自然に包まれて
いるような気分を街
中で味わえてリフレッ
シュできる。

ゴミが多く落ちてい
たり、落書きやベ
ンチの劣化などが
あったりと管理が
行き届いていない
ところがある。

これらの魅力や課題を活かしても中高生が増えることにはつながらないと感じました。
なので、中高生が集まる“何か”を考え、それらが魅力の向上や課題の改善になって
いくとよいと思いました。

・西川緑道公園の特徴

課題

・中高生が訪れるようにするには

アイディア 集まる理由 効果

自習スペースを作る 中高生は家よりも広々とした自
然に囲まれた中で勉強する方が
集中できると思いました。

自然の魅力に気付いても
らえる。

カフェを作る タピオカなどの今中高生に流行
しているものを取り入れることで、
気軽に来てもらえると思いました。

・SNSなどで魅力を発信し
てもらえる。

・飲むときにベンチなどを
使うので、公園をキレイに
することにつながる。

魅力

岡山大安寺中等教育学校 2年生
明石 星莉奈
中島 和昭
原田 大資
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3 月号

Vol.62
令和元年

オカリナの音色に癒されて3月25日(水)
時間：11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。

花・緑ハーモニーフェスタin西川3月14日(土)・15日(日)
時間：14日（土）1 1時～17時、1 5日（日）11時～1 6時 場所：西川緑道公園
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。

有機生活マーケットいち3月15日(日)

西川緑道公園筋歩行者天国ホコテン！
時間：11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。
折り紙でお雛様を作るワークショップの開催や西川で流し雛も実施します！
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。

3月15日(日)

時間：11時～1 6時 場所：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 3 0店舗程度のお店が並ぶ
マルシェです。



令和２年度 新規事業

新しい西川パフォーマー事業を認定する審査会が2月5日に

実施されました。今年度は6団体から応募があり、全ての

団体が認定されました。来年度から活動が開始されますので

お楽しみに♪

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２年度の募集期間は12月～
1月頃予定です。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
Facebook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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★緑道ヨガとスパイスまつり

西川緑道公園の自然環境を活かしながら
健康増進をテーマに青空ヨガ教室やスパイ
スを使った飲食店の出店を行います！

★お洒落な tobar i

コーヒーやお菓子、岡山県の特
産品などを扱うお洒落なカフェ
スペースが西川緑道公園を彩
ります♪

★手話朗読班

物語や歌詞を「声」と「手話」で同時
に表現することで、多くの人に手話
という言葉を広めていきます！

★よっし～＆マディ♪

ヴォーカル（手話）とピアノのディオによる様々なジャ
ンルの音楽で西川緑道公園を盛り上げます♪

★FREE  STAR

フリースタイルフットボールを通して西川緑道公園を
盛り上げます！

★チンプイ

みんなに笑顔になってもらえるマジックを
披露します☆

県庁通りをリニューアル整備しています

整備後イメージ

整備前

社会実験やセミナー・ワークショップ、デ

ザインミーティングなど様々な取組を重ね

てきた県庁通りですが、1月14日にリ

ニューアル工事（市役所筋～西川緑道公

園筋）がスタートしました！

2車線から1車線にすることによる快適で

ゆとりある歩行空間の確保、植栽の植え

替えによる緑の憩いの空間、連続照明設

置による安心安全で良好な夜間景観など

大きく県庁通りが生まれ変わります^0 ^

さらに県庁通りでは広がった歩道空間を

活用する仕組みも検討中です！

沿道の店舗と歩道を一体的に活用した

オープンカフェや木陰で一休みできるベ

ンチなど、居心地が良く人々が集う空間

の創出を目指します。

工事中はご不便をおかけしますが、ご協

力のほどよろしくお願いいたします。
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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 4月19日(日)4月12日(日)
時間：15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：13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。

4 月号

Vol.63
令和2年

オカリナの音色に癒されて4月8日・22日(水)
時間：11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。

満月BAR4月8日(水)
時間：17時～2 1時
場所：野殿橋付近

満月の夜、西川緑道公園内におしゃ
れなBA Rが出現！おいしいお店とお食
事をお楽しみください。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、イベントの中止や延期、あるいは内容が変更になる場合あります。
最新情報は「西川緑道公園・県庁通りイベント情報Facebookページ（裏面参照）」をご覧ください。



今月のピックアップイベント

日時：4月8日 (水 ) 17時～21時

場所：西川緑道公園野殿橋付近

満月ＢＡＲ
2012年から50回を超える開催回数を誇る西川緑道公園の

人気イベント「満月BAR」が今年も始まります♪ここ数年は

“満月に近い土曜日”に開催していましたが、今年は“満月の

日”に開催します！

西川緑道公園のロケーションを活かし、かつ周辺の飲食店

とも連携した当イベントは、他都市からも視察が訪れる特徴

的なイベントです。当日は、おいしい料理とドリンクで楽しい

ひと時をお過ごしください！

※7月2 5日は満月ではありませんが開催予定です。

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
Facebook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

令和２年度スケジュール
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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
3/20-21 花・緑ハーモニーフェスタin西川
3/21 ホコテン！

有機生活マーケットいち

2/28 西川ぬく森アナザーガーデン
ホコテン！

11/8 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
11/22 西川フォークミーティング

10/2 満月BAR
10/4 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
10/11 西川フォークミーティング
10/31 満月BAR

8/14 ジャズナイト
8/16 西川清掃
8/22 西川フォークミーティング
8/28 ジャズナイト
9/2 満月BAR
9/6 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/12 西川フォークミーティング
9/26-27 花・緑ハーモニーフェスタin西川
9/27 ホコテン！

7/5 満月BAR
7/10 ジャズナイト
7/11 西川フォークミーティング
7/12 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
7/24 ジャズナイト
7/25 満月BAR
7/26 ホコテン！

6/6 満月BAR
西川フォークミーティング

6/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
6/10 オカリナの音色に癒されて
6/24 オカリナの音色に癒されて
6/27-28 花・緑ハーモニーフェスタin西川
6/28 ホコテン！

5/3 西川キャンドルナイト
5/7 満月BAR
5/8 チンプイ
5/10 西川フォークミーティング
5/13 オカリナの音色に癒されて
5/27 オカリナの音色に癒されて

4/8 オカリナの音色に癒されて
満月BAR

4/12 西川フォークミーティング
4/19 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
4/22 オカリナの音色に癒されて

●

YOU+TAS
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５月号

Vol.64
令和2年

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、5月のイベントは全て中止となりました。
6月以降のイベントについても、中止や延期あるいは内容が変更になる場合あります。

最新情報は「西川緑道公園・県庁通りイベント情報Facebookページ（裏面参照）」をご覧ください。

西川緑道公園が開園したのは昭和51年、時代は高度成長期で西川用水に隣接する道路は

当時、東西2車線ずつありました。自動車の所有者が増えて道路建設ラッシュの中、ゴミが捨て

られ汚れていた西川用水を、暗渠化して駐車場にしようという

意見も出てきます。しかし、「緑と花・光と水のまちづくり」を掲げ

緑化条例を制定していた当時の岡山市は、“グリーン大作戦”と

題し市民が中心となり西川の清掃を行い、西川緑道公園の建設

に向けて進んでいきます。緑道公園計画は反対派も多かったの

ですが、一年以上の話し合いの結果、車線を減らし、現在ある

西川緑道公園が造られたのでした。

～街なかのオアシスができるまで～ ～引き継がれる想い～

平和橋の南側に立つ石碑
「緑と花・光と水」のスローガンが刻まれる

昨年8月には西川緑道公園周辺で活動する「西川エリアまち育

て協議体」が中心となり、“西川グリーン大作戦2”と題し地元事

業者や住民と一緒に西川の清掃

を行うなど、西川緑道公園建設当

時の市民の想いは間違いなく現

在にも引き継がれています。

活動に参加した子供達から、さら

にその子供達へと、これからも想

いは引き継がれていきます。

西川グリーン大作戦２
西川清掃に取り組む子供達の様子

5月の西川緑道公園は気候も良く、絶好のイベント日和なのですが・・・コロナウイルス感染症の影響で全てのイベントが中止となってしまいました。

そこで、今号では西川緑道公園により親しみを持っていただきたく、市民の憩いの場である西川緑道公園が造られた経緯について簡単にご紹介します。

西川緑道公園の成り立ち



今月のピックアップトピック

・花の種の無料配布

期間：5月30日 (水 )まで

場所：庭園都市推進課・各区役所・支所・地域センター

・花と緑のコンクール

応募期間：4月1日（水）から6月15日（月）まで

応募方法：ホームページをご覧ください
http://www.city.okayama.jp/toshi/teien/teien_00073.html

春の花いっぱい運動
今月はコロナウイルス感染症の影響で、イベントが全て中

止となりましたので、緑化に関する岡山市の取り組みをご紹

介します。

岡山市では昭和49年から花と緑のあふれる街づくりの推

進を目的に「春の花いっぱい運動」を行ってきました。

今年も4月・5月の二ヶ月間を運動期間に定め、花の種の

無料配布や花と緑のコンクールを開催しており、今年は“ア

サガオ”“ヒマワリ”“コスモス”“おしろい花”の種を配布して

います。家にいる時間が多くなっている今こそ、お庭やベラン

ダで美しい花々を育て

て癒されてみませんか。

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
Facebook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

令和２年度スケジュール
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り

←
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西川緑道公園

下石井
公園

●

野殿橋ステージ

水上テラス

●西川アイプラザ

Hare・ル～ノ

N

※スケジュールは5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
3/20-21 花・緑ハーモニーフェスタin西川
3/21 ホコテン！

有機生活マーケットいち

2/28 西川ぬく森アナザーガーデン
ホコテン！

11/8 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
11/22 西川フォークミーティング

10/2 満月BAR
10/4 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
10/11 西川フォークミーティング
10/31 満月BAR

8/14 ジャズナイト
8/16 西川清掃
8/22 西川フォークミーティング
8/28 ジャズナイト
9/2 満月BAR
9/6 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/12 西川フォークミーティング
9/26-27 花・緑ハーモニーフェスタin西川
9/27 ホコテン！

7/5 満月BAR
7/10 ジャズナイト
7/11 西川フォークミーティング
7/12 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
7/24 ジャズナイト
7/25 満月BAR
7/26 ホコテン！

6/6 満月BAR
西川フォークミーティング

6/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
6/10 オカリナの音色に癒されて（中止）
6/24 オカリナの音色に癒されて（中止）
6/27-28 花・緑ハーモニーフェスタin西川
6/28 ホコテン！

5/3 西川キャンドルナイト （中止）
5/7 満月BAR（中止）
5/8 チンプイ（中止）
5/10 西川フォークミーティング（中止）
5/13 オカリナの音色に癒されて（中止）
5/27 オカリナの音色に癒されて（中止）

4/8 オカリナの音色に癒されて（中止）
満月BAR（中止）

4/12 西川フォークミーティング（中止）
4/19 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ（中止）
4/22 オカリナの音色に癒されて（中止）

●

YOU+TAS

11月中旬～2月中旬

西川イルミ２０２０

アサガオ おしろい花



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

６月号

Vol.65
令和2年

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、6月のイベントは全て中止となりました。
7月以降のイベントについても、中止や延期あるいは内容が変更になる場合あります。

最新情報は「西川緑道公園・県庁通りイベント情報Facebookページ（裏面参照）」をご覧ください。

普段は今月のイベント情報を紹介するコーナーですが、新型コロナウイルスの影響によりイベントが中止となっているため、

今月号は、西川エリアでまちづくりの活動を進める『西川エリアまち育て協議体』をご紹介させていただきます♪

『西川エリアまち育て協議体』の紹介

『西川エリアまち育て協議体』は西川

緑道公園の両側に面した本町・錦町・幸

町・平和町・磨屋町・田町の６町内から

なる「西川エリア」を舞台に、まちの活性

化を図っている団体です。

１ 主力産業の飲食業の人に
２ 暮らす人たちに
３ 訪れる人たちに

それぞれの立場に立って協力体制づくりや

地域資源活用ルールの検討を行っています。

現在、第4号まで発行している『ぷらっと西川』は、西川エリアの情報や、

「老舗店」や「焼肉・鉄板焼き店」に特化した飲食店マップなど、西川エリ

アに関わる当事者であるからこその情報が満載です！

今後も、町内会や警察とも

連携し、安心・安全な飲食店

街、住みやすい街、訪れたい

街を目標に取り組みを進め

ていきます。

西川エリアのまちづくりにま

すます期待ができますね♪

西川エリアまち育て協議体
M a i l :  i n q @ n i s h i g a w a . s p a c e    
H P :    h t t p : / / n i s h i g a w a . s p a c e



ピックアップトピック

・花の種の無料配布

場所：庭園都市推進課・各区役所・支所・地域センター
※無くなり次第終了

・花と緑のコンクール

応募期間：4月1日（水）から6月15日（月）まで

応募方法：ホームページをご覧ください
http://www.city.okayama.jp/toshi/teien/teien_00073.html

春の花いっぱい運動
今月はコロナウイルス感染症の影響で、イベントが全て中

止となりましたので、緑化に関する岡山市の取り組みをご紹

介します。

岡山市では昭和49年から花と緑のあふれる街づくりの推

進を目的に「春の花いっぱい運動」を行ってきました。

今年も4月・5月の二ヶ月間を運動期間に定め、花の種の

無料配布や花と緑のコンクールを開催しており、今年は“ア

サガオ”“ヒマワリ”“コスモス”“おしろい花”の種を配布して

います。家にいる時間が多くなっている今こそ、お庭やベラン

ダで美しい花々を育て

て癒されてみませんか。

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
Facebook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

令和２年度スケジュール
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●西川アイプラザ
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※スケジュールは5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
3/20-21 花・緑ハーモニーフェスタin西川
3/21 ホコテン！

有機生活マーケットいち

2/28 西川ぬく森アナザーガーデン
ホコテン！

11/8 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
11/22 西川フォークミーティング

10/2 満月BAR
10/4 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
10/11 西川フォークミーティング
10/31 満月BAR

8/14 ジャズナイト
8/16 西川清掃
8/22 西川フォークミーティング
8/28 ジャズナイト
9/2 満月BAR
9/6 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/12 西川フォークミーティング
9/26-27 花・緑ハーモニーフェスタin西川
9/27 ホコテン！

7/5 満月BAR
7/10 ジャズナイト
7/11 西川フォークミーティング
7/12 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
7/24 ジャズナイト
7/25 満月BAR
7/26 ホコテン！

6/6 満月BAR（中止）
西川フォークミーティング（中止）

6/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ（中止）
6/10 オカリナの音色に癒されて（中止）
6/24 オカリナの音色に癒されて（中止）
6/27-28 花・緑ハーモニーフェスタin西川（中止）
6/28 ホコテン！（中止）

5/3 西川キャンドルナイト （中止）
5/7 満月BAR（中止）
5/8 チンプイ（中止）
5/10 西川フォークミーティング（中止）
5/13 オカリナの音色に癒されて（中止）
5/27 オカリナの音色に癒されて（中止）

4/8 オカリナの音色に癒されて（中止）
満月BAR（中止）

4/12 西川フォークミーティング（中止）
4/19 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ（中止）
4/22 オカリナの音色に癒されて（中止）

●

YOU+TAS

11月中旬～2月中旬

西川イルミ２０２０

アサガオ おしろい花



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

７月号

Vol.66
令和2年

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、7月のイベントは一部中止となりました。
現在開催予定のイベントにつきましても、感染状況等により中止や延期等になる場合があります。
最新情報は「西川緑道公園・県庁通りイベント情報Facebookページ（裏面参照）」をご覧ください。

ブルドッキング・ヘッドロッカーズ7月12日(日)
時間：15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！

西川フォークミーティング7月11日(土)
時間：17時～2 0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。

ジャズナイト7月24日(金)
時間：18時～2 0時
場所：野殿橋付近
Ja zzy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。

7月から一部のイベントを再開いたします♪
約5か月ぶりのイベント開催です。

まだまだ油断はできない状況ですが、
感染防止策を徹底し開催してまいります。

普段通りの西川緑道公園が待ち遠しいですね！



新型コロナウイルス感染症の対応

新型コロナウイル感染症の拡大については、5月25日に緊

急事態宣言が解除されたものの、現在でも油断できない状

況です。緊急事態宣言解除後は「新しい生活様式」の定着等

を前提に7月31日までの2か月間を『移行期間』とし、この移

行期間において、感染の状況を確認しつつ段階的に社会経

済の活動レベルを引き上げていくこととしています。

西川パフォーマー事業による西川緑道公園を活用したイベ

ントにつきましては、国の基準を満たすものは、感染防止策

を徹底したうえで、開催する方向で調整してまいります。

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
Facebook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

令和２年度スケジュール
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●西川アイプラザ
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N

※スケジュールは6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
3/20-21 花・緑ハーモニーフェスタin西川
3/21 ホコテン！

有機生活マーケットいち

2/28 西川ぬく森アナザーガーデン
ホコテン！

11/8 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
11/22 西川フォークミーティング

10/2 満月BAR
10/4 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
10/11 西川フォークミーティング
10/31 満月BAR

8/14 ジャズナイト
8/16 西川清掃
8/22 西川フォークミーティング
8/28 ジャズナイト
9/2 満月BAR
9/6 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/12 西川フォークミーティング
9/26-27 花・緑ハーモニーフェスタin西川
9/27 ホコテン！

7/5 満月BAR（中止）
7/10 ジャズナイト（中止）
7/11 西川フォークミーティング
7/12 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
7/24 ジャズナイト
7/25 満月BAR（中止）
7/26 ホコテン！（中止）

6/6 満月BAR（中止）
西川フォークミーティング（中止）

6/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ（中止）
6/10 オカリナの音色に癒されて（中止）
6/24 オカリナの音色に癒されて（中止）
6/27-28 花・緑ハーモニーフェスタin西川（中止）
6/28 ホコテン！（中止）

5/3 西川キャンドルナイト （中止）
5/7 満月BAR（中止）
5/8 チンプイ（中止）
5/10 西川フォークミーティング（中止）
5/13 オカリナの音色に癒されて（中止）
5/27 オカリナの音色に癒されて（中止）

4/8 オカリナの音色に癒されて（中止）
満月BAR（中止）

4/12 西川フォークミーティング（中止）
4/19 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ（中止）
4/22 オカリナの音色に癒されて（中止）

●

YOU+TAS

11月中旬～2月中旬

西川イルミ２０２０

開催基準

・特定の地域からの来場を見込み、人数を管理できるもの

感染防止策

・マスク着用の呼びかけ
・消毒液の設置
・客席等の間隔を十分確保

※ 開催基準を満たすものであっても、主催団体の意向により
開催を見送る場合もあります。

※ 今後の感染状況等により、開催基準が変更になることや
イベントを中止とする場合があります。



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

８月号

Vol.67
令和2年

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、現在開催予定のイベントにつきましても、
感染状況等により中止や延期等になる場合があります。

最新情報は「西川緑道公園・県庁通りイベント情報Facebookページ（裏面参照）」をご覧ください。

西川フォークミーティング8月22日(土)
時間：17時～2 0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。

ジャズナイト8月28日(金)
時間：18時～2 0時
場所：野殿橋付近
Ja zzy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。

西川クリーン探検DAY8月23日(日)
時間：8時～1 0時
場所：西川緑道公園内

西川に入り、川に棲む生物や西川の
歴史を楽しみながら学び清掃活動を
行います。 ※要申込

リリーグループコンサート8月21日(金)
時間：18時～1 9時3 0分
場所：野殿橋ステージ
ウインドシンセE W Iをメインとする
インストユニット。昭和歌謡、 J - P OPな
ど、人気曲をお届けします。



新型コロナウイルス感染症の対応

新型コロナウイル感染症の拡大については、5月25日に緊

急事態宣言が解除されたものの、現在でも油断できない状

況です。緊急事態宣言解除後は「新しい生活様式」の定着等

を前提に7月31日までの2か月間を『移行期間』とし、この移

行期間において、感染の状況を確認しつつ段階的に社会経

済の活動レベルを引き上げていくこととしています。

西川パフォーマー事業による西川緑道公園を活用したイベ

ントにつきましては、国の基準を満たすものは、感染防止策

を徹底したうえで、開催する方向で調整してまいります。

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
Facebook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

令和２年度スケジュール
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●西川アイプラザ
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※スケジュールは7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
3/20-21 花・緑ハーモニーフェスタin西川
3/21 ホコテン！

有機生活マーケットいち

2/28 西川ぬく森アナザーガーデン
ホコテン！

11/8 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
11/13 リリーグループコンサート
11/22 西川フォークミーティング
11/28-29 花・緑ハーモニーフェスタin西川
11/29 ホコテン！

10/2 満月BAR
10/4 リリーグループコンサート

ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
10/11 西川フォークミーティング
10/31 満月BAR

8/14 ジャズナイト（中止）
8/21 リリーグループコンサート
8/22 西川フォークミーティング
8/23 西川クリーン探検DAY
8/28 ジャズナイト
9/2 満月BAR
9/6 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/12 西川フォークミーティング
9/26-27 花・緑ハーモニーフェスタin西川
9/27 ホコテン！

7/5 満月BAR（中止）
7/10 ジャズナイト（中止）
7/11 西川フォークミーティング
7/12 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
7/17 リリーグループコンサート
7/24 ジャズナイト
7/25 満月BAR（中止）
7/26 ホコテン！（中止）

6/6 満月BAR（中止）
西川フォークミーティング（中止）

6/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ（中止）
6/10 オカリナの音色に癒されて（中止）
6/24 オカリナの音色に癒されて（中止）
6/27-28 花・緑ハーモニーフェスタin西川（中止）
6/28 ホコテン！（中止）

5/3 西川キャンドルナイト （中止）
5/7 満月BAR（中止）
5/8 チンプイ（中止）
5/10 西川フォークミーティング（中止）
5/13 オカリナの音色に癒されて（中止）
5/27 オカリナの音色に癒されて（中止）

4/8 オカリナの音色に癒されて（中止）
満月BAR（中止）

4/12 西川フォークミーティング（中止）
4/19 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ（中止）
4/22 オカリナの音色に癒されて（中止）

●

YOU+TAS

11月中旬～2月中旬

西川イルミ２０２０

開催基準

・特定の地域からの来場を見込み、人数を管理できるもの

感染防止策

・マスク着用の呼びかけ
・消毒液の設置
・客席等の間隔を十分確保
・「おかやま飲食店イートイン安全安心宣言」の遵守

※ 開催基準を満たすものであっても、主催団体の意向により
開催を見送る場合もあります。

※ 今後の感染状況等により、開催基準が変更になることや
イベントを中止とする場合があります。



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

９月号

Vol.68
令和2年

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、現在開催予定のイベントにつきましても、
感染状況等により中止や延期等になる場合があります。

最新情報は「西川緑道公園・県庁通りイベント情報Facebookページ（裏面参照）」をご覧ください。

西川フォークミーティング9月12日(土)
時間：17時～2 0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。

ブルドッキング・ヘッドロッカーズ9月6日(日)
時間：15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！

オカリナの音色に癒されて9月9日・23日(水)
時間：11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。

満月BAR9月2日(水)
時間：17時～2 1時
場所：野殿橋付近
今月の満月BA Rは、定員4 0名完全予約制
で実施します。詳しくW E Bで♪
https://m.facebook.com/mangetsu.bar/

完全予約制



新型コロナウイルス感染症の対応

新型コロナウイル感染症の拡大については、5月25日に緊

急事態宣言が解除されたものの、現在でも油断できない状

況です。緊急事態宣言解除後は「新しい生活様式」の定着等

を前提に7月31日までの2か月間を『移行期間』とし、この移

行期間において、感染の状況を確認しつつ段階的に社会経

済の活動レベルを引き上げていくこととしています。

西川パフォーマー事業による西川緑道公園を活用したイベ

ントにつきましては、国の基準を満たすものは、感染防止策

を徹底したうえで、開催する方向で調整してまいります。

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
Facebook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

令和２年度スケジュール
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●西川アイプラザ
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※スケジュールは８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 3/20-21 花・緑ハーモニーフェスタin西川

3/21 ホコテン！
有機生活マーケットいち

2/28 西川ぬく森アナザーガーデン
ホコテン！

11/8 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
11/11・25 オカリナの音色に癒されて
11/13 リリーグループコンサート
11/22 西川フォークミーティング
11/28-29 花・緑ハーモニーフェスタin西川
11/29 ホコテン！

10/2 満月BAR
10/4 リリーグループコンサート

ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
10/11 西川フォークミーティング
10/14・28 オカリナの音色に癒されて
10/23 リリーグループコンサート
10/31 満月BAR

8/14 ジャズナイト（中止）
8/21 リリーグループコンサート
8/22 西川フォークミーティング
8/23 西川クリーン探検DAY
8/28 ジャズナイト

9/2 満月BAR
9/6 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/9・23オカリナの音色に癒されて
9/12 西川フォークミーティング
9/26-27 花・緑ハーモニーフェスタin西川
9/27 ホコテン！

7/5 満月BAR（中止）
7/10 ジャズナイト（中止）
7/11 西川フォークミーティング
7/12 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
7/17 リリーグループコンサート
7/24 ジャズナイト
7/25 満月BAR（中止）
7/26 ホコテン！（中止）

6/6 満月BAR（中止）
西川フォークミーティング（中止）

6/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ（中止）
6/10 オカリナの音色に癒されて（中止）
6/24 オカリナの音色に癒されて（中止）
6/27-28 花・緑ハーモニーフェスタin西川（中止）
6/28 ホコテン！（中止）

5/3 西川キャンドルナイト （中止）
5/7 満月BAR（中止）
5/8 チンプイ（中止）
5/10 西川フォークミーティング（中止）
5/13 オカリナの音色に癒されて（中止）
5/27 オカリナの音色に癒されて（中止）

4/8 オカリナの音色に癒されて（中止）
満月BAR（中止）

4/12 西川フォークミーティング（中止）
4/19 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ（中止）
4/22 オカリナの音色に癒されて（中止）

●

YOU+TAS

11月中旬～2月中旬

西川イルミ２０２０

開催基準

・特定の地域からの来場を見込み、人数を管理できるもの

感染防止策

・マスク着用の呼びかけ
・消毒液の設置
・客席等の間隔を十分確保
・「おかやま飲食店イートイン安全安心宣言」の遵守

※ 開催基準を満たすものであっても、主催団体の意向により
開催を見送る場合もあります。

※ 今後の感染状況等により、開催基準が変更になることや
イベントを中止とする場合があります。



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

10 月号

Vol.69
令和2年

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、現在開催予定のイベントにつきましても、
感染状況等により中止や延期等になる場合があります。

最新情報は「西川緑道公園・県庁通りイベント情報Facebookページ（裏面参照）」をご覧ください。

西川フォークミーティング10月3日(土)・11日(日)

時間：3日（土）16時～1 9時
時間1 1日（日）13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など、どこか
で聞いたことある曲を演奏します。

ブルドッキング・ヘッドロッカーズ10月4日(日)
時間：15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！

オカリナの音色に癒されて10月14日・28日(水)
時間：各日11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。

満月BAR10月2日(金)・31日(土)
時間：各日17時～2 1時
場所：野殿橋付近
今月も満月BA Rは、完全予約制で実施
します。詳しくF a ceBo o kで♪
https://m.facebook.com/mangetsu.bar/

リリーグループコンサート10月4日(日)・23日(金)
時間：4日（日）13時～1 4時半
時間2 3日（金）18時～1 9時半
場所：野殿橋ステージ
ウインドシンセE W Iをメインとするイン
ストユニット。昭和歌謡、 J - P OPなど、
人気曲をお届けします。

【ご来場の皆様へのお願い】

完全予約制



新型コロナウイルス感染症の対応

新型コロナウイル感染症の拡大については、5月25日に緊

急事態宣言が解除されたものの、現在でも油断できない状

況です。今後は、感染拡大防止と社会経済活動を両立させ

る「新しい生活様式」の定着が課題となっています。

西川パフォーマー事業による西川緑道公園を活用したイベ

ントにつきましては、感染防止策を徹底したうえで、開催する

方向で調整してまいります。ご来場の皆様も「新しい生活様

式」でのイベント参加にご協力くださいますようお願いいたし

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
Facebook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９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 3/20-21 花・緑ハーモニーフェスタin西川

3/21 ホコテン！
有機生活マーケットいち

2/28 西川ぬく森アナザーガーデン
ホコテン！

11/8 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
11/11・25 オカリナの音色に癒されて
11/13 リリーグループコンサート
11/22 西川フォークミーティング
11/28-29 花・緑ハーモニーフェスタin西川
11/29 ホコテン！

10/2・31 満月BAR
10/3・11 西川フォークミーティング
10/4 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
10/4・23 リリーグループコンサート
10/14・28 オカリナの音色に癒されて

8/14 ジャズナイト（中止）
8/21 リリーグループコンサート
8/22 西川フォークミーティング
8/23 西川クリーン探検DAY
8/28 ジャズナイト

9/2 満月BAR（中止）
9/6 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/9・23オカリナの音色に癒されて
9/12 西川フォークミーティング
9/26-27 花・緑ハーモニーフェスタin西川
9/27 ホコテン！（中止）

7/5 満月BAR（中止）
7/10 ジャズナイト（中止）
7/11 西川フォークミーティング
7/12 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
7/17 リリーグループコンサート
7/24 ジャズナイト（中止）
7/25 満月BAR（中止）
7/26 ホコテン！（中止）

6/6 満月BAR（中止）
西川フォークミーティング（中止）

6/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ（中止）
6/10 オカリナの音色に癒されて（中止）
6/24 オカリナの音色に癒されて（中止）
6/27-28 花・緑ハーモニーフェスタin西川（中止）
6/28 ホコテン！（中止）

5/3 西川キャンドルナイト （中止）
5/7 満月BAR（中止）
5/8 チンプイ（中止）
5/10 西川フォークミーティング（中止）
5/13 オカリナの音色に癒されて（中止）
5/27 オカリナの音色に癒されて（中止）

4/8 オカリナの音色に癒されて（中止）
満月BAR（中止）

4/12 西川フォークミーティング（中止）
4/19 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ（中止）
4/22 オカリナの音色に癒されて（中止）

●

YOU+TAS

11月20日～2月14日

西川イルミ２０２０

開催基準

・特定の地域からの来場を見込み、人数を管理できるもの

感染防止策

・マスク着用の呼びかけ
・消毒液の設置
・客席等の間隔を十分確保
・「おかやま飲食店イートイン安全安心宣言」の遵守

※ 開催基準を満たすものであっても、主催団体の意向により
開催を見送る場合もあります。

※ 今後の感染状況等により、開催基準が変更になることや
イベントを中止とする場合があります。



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

11 月号

Vol.70
令和2年

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、現在開催予定のイベントにつきましても、
感染状況等により中止や延期等になる場合があります。

最新情報は「西川緑道公園・県庁通りイベント情報Facebookページ（裏面参照）」をご覧ください。

西川フォークミーティング11月22日(日)
時間：13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。

ブルドッキング・ヘッドロッカーズ11月8日(日)
時間：15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！

オカリナの音色に癒されて11月11日・25日(水)
時間：11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。

リリーグループコンサート11月13日(金)
時間：18時～1 9時半
場所：野殿橋周辺
ウインドシンセE W Iをメインとする
インストユニット。昭和歌謡、 J - P OPなど、
人気曲をお届けします。



今月のピックアップイベント

西川緑道公園筋歩行者天国 ホコテン！

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
Facebook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

令和２年度スケジュール
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●西川アイプラザ
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※スケジュールは８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 3/20-21 花・緑ハーモニーフェスタin西川

3/21 ホコテン！
有機生活マーケットいち

2/28 西川ぬく森アナザーガーデン
ホコテン！

11/8 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
11/11・25 オカリナの音色に癒されて
11/13 リリーグループコンサート
11/22 西川フォークミーティング
11/29 花・緑ハーモニーフェスタin西川
11/29 ホコテン！

10/2 満月BAR
10/4 リリーグループコンサート

ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
10/3・11 西川フォークミーティング
10/14・28 オカリナの音色に癒されて
10/23 リリーグループコンサート
10/31 満月BAR

8/14 ジャズナイト（中止）
8/21 リリーグループコンサート
8/22 西川フォークミーティング
8/23 西川クリーン探検DAY
8/28 ジャズナイト

9/2 満月BAR
9/6 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/9・23オカリナの音色に癒されて
9/12 西川フォークミーティング
9/26-27 花・緑ハーモニーフェスタin西川
9/27 ホコテン！（中止）

7/5 満月BAR（中止）
7/10 ジャズナイト（中止）
7/11 西川フォークミーティング
7/12 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
7/17 リリーグループコンサート
7/24 ジャズナイト
7/25 満月BAR（中止）
7/26 ホコテン！（中止）

6/6 満月BAR（中止）
西川フォークミーティング（中止）

6/7 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ（中止）
6/10 オカリナの音色に癒されて（中止）
6/24 オカリナの音色に癒されて（中止）
6/27-28 花・緑ハーモニーフェスタin西川（中止）
6/28 ホコテン！（中止）

5/3 西川キャンドルナイト （中止）
5/7 満月BAR（中止）
5/8 チンプイ（中止）
5/10 西川フォークミーティング（中止）
5/13 オカリナの音色に癒されて（中止）
5/27 オカリナの音色に癒されて（中止）

4/8 オカリナの音色に癒されて（中止）
満月BAR（中止）

4/12 西川フォークミーティング（中止）
4/19 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ（中止）
4/22 オカリナの音色に癒されて（中止）

●

YOU+TAS

11月20日～2月14日

西川イルミ2020

花・緑ハーモニーフェスタ in西川

西川緑道公園筋歩行者天国ホコテン！

今年度は新型コロナウイルスの影響で

11月が初開催です。密になりにくい屋外

空間で、カフェやランチをお楽しみくださ

い。沿道店舗による特別ランチや西川緑

道公園内にはマーケットも出店予定です。

日時：11月29日（日）11時～16時
場所：西川緑道公園筋西側市道

（県庁通り～桶屋橋南）

11月のハーモニーフェスタは下石井公園で「クレイジーカレー

サーキット」が西川緑道公園で「有機生活マーケットいち」が出

店します。「ジャズイン西川」や西川パフォーマーによる演奏も

是非お楽しみください。

下石井公園には9月に好評だった

「芝生広場」も再登場します。

日時：11月29日（日）11時～16時
場所：西川緑道公園・下石井公園


