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西川 イベント 検索

12 月号 

Vol.71
令和2年

西川イルミ２０２０「ときめくデジタルフォレスト」11月20日(金)～2月14日(日)

レインボーガーデン

（桃太郎大通り～野殿橋）

桃太郎大通りからの入口にあたる西川

交番には今年もイルミネーションを行い、

緑道公園内に植樹されている木々をライ

トアップし、幻想的な空間を演出していま

す。ライトアップ色はクリスマスやお正月

など時期に合わせて変化します！

また、野殿橋ステージ周辺には、「天使

の羽」や「指輪」等のフォトスポットがあり

ます。

今年も西川の冬の風物詩「西川イルミ」の季節がやってきました！

西川イルミ２０２０では、「桃太郎大通り」から「あくら通り」（水上

テラス）までのイルミネーション区間を４つのエリアに分けて、それぞ

れにテーマ性を持った演出を行います。写真映えするスポットや、時期

によって変わる演出など見どころがたくさんありますので、簡単にご紹

介します！

冬の天の川（野殿橋～平和橋）

頭上に天の川が流れているかのような、

ゴールドイルミネーションが一帯を彩りま

す！「花時計」や「H a reルーノ」にもイルミ

ネーションを施しています。

ゴールドフォレスト（平和橋～水上テラス）

エリア一帯の樹木を明るくライトアップし、

公園内も明るく歩きやすい空間になります。

また、水上イルミネーションは流動的に動

き、川の流れを表現します。

水面の鼓動（水上テラス周辺）

水上テラスに繋がる橋で区切られたエリア

毎にブルーやホワイトのイルミネーションが

異なる動きを行います。テラス屋根にもホワ

イトのイルミネーションを施しています。



一緒に西川緑道公園を
盛り上げませんか？

～令和２年度 新規西川パフォーマー募集！～

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」を募集します。

登録には審査等が必要で、令和2年度は12月上旬～1月15
日（金）までが募集期間です。

応募申請の書類は岡山市のホームページ上でダウンロード
できるほか、岡山市内の公民館や市役所内庭園都市推進課
でもお渡ししています。

中心市街地の憩いの場である西川緑道公園を活用して、一
緒に西川緑道公園を盛り上げませんか？
みなさんのご応募をお待ちしております！

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
＜応募から認定までのスケジュール＞
応募申請の受付 令和2年12月上旬～令和3年1月15日
公開審査の実施 令和3年2月3日（水）13:30～

ほっとプラザ大供2階研修室
※応募状況によっては、審査会場や時間、審査方法
を変更する場合があります。

審査結果の通知 令和3年2月8日（月）ごろ
活動開始の時期 令和3年4月1日（木）から
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

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１１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
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2 月号 

Vol.72
令和3年

★西川緑道公園周辺イベント中止のお知らせ★

<中止イベント>

・2月28日（日）、3月21日（日）
時間：11時～16時 場所：西川緑道公園筋西側市道

「西川緑道公園筋歩行者天国ホコテン！」

・3月20日 ,21日（土祝 ,日）
時間：11時～17時 場所：西川緑道公園、下石井公園

「花・緑ハーモニーフェスタ in西川」

11月20日(金)～2月14日(日)
西川イルミ２０２０「ときめくデジタルフォレスト」

【ご来場の皆様へのお願い】

時間：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2020では、イルミネーション区間を

４つのエリアに分けて、それぞれのエリアに

テーマ性を持った演出を行っています。

時期によってライトアップの配色を変えていて

2月はバレンタインをイメージしたカラーも登場

予定です。

期間終了の2月14日まであとわずか・・・

各所に写真映えするスポットがありますので

是非お越しください！

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2月・3月に
開催を予定しておりました、以下のイベントは中止と
なりました。
県内の感染状況が落ち着き次第、再開の判断を
行う予定です。

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・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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※スケジュールは令和３年１月時点の予定です。変更となる場合があります。

1月 
2月 

3月 3/7  リリーグループコンサート
3/20-21 花・緑ハーモニーフェスタin西川（中止）
3/21 ホコテン！（中止）

有機生活マーケットいち（中止）

2/28 西川ぬく森アナザーガーデン（中止）
ホコテン！（中止）

●

YOU+TAS

11月20日～2月14日

西川イルミ2020

令和２年度 西川パフォーマー事業
１月以降のスケジュール

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す。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。

※今年度の募集期間は終了いたしました。

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

https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000007071.html

4gatu 

定期的に開催している西川パフォーマー事業のご紹介

みんなで楽しく
ワイワイできる日常が
早く戻ってくると
いいな～

西川フォークミーティング

日程：4月～1 1月 各月1回程度
時間：日曜日 1 3時～1 6時
時間：土曜日 1 7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

日程：4月～1 1月の第1日曜日
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

日程：3月～6月、9月～12月の
第2・4水曜日

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

日程：3月～1 1月 各月1回程度
時間：土・日曜日 1 3時～1 4時半ごろ
時間：金曜日 1 8時～1 9時半ごろ
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。

ジャズ・イン・西川「ジャズナイト」

日程：6月～8月の第2・4金曜日
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。

満月BAR
日程：4月～1 0月の満月の日
時間：17時～2 1時
場所：野殿橋付近
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。
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西川 イベント 検索

３月号 

Vol.73
令和3年

★西川緑道公園周辺イベント中止のお知らせ★

<中止イベント>

・3月21日（日）
時間：11時～16時 場所：西川緑道公園筋西側市道

「西川緑道公園筋歩行者天国ホコテン！」

・3月20日 ,21日（土祝 ,日）
時間：11時～17時 場所：西川緑道公園、下石井公園

「花・緑ハーモニーフェスタ in西川」

3月7日(日) リリーグループコンサート

【ご来場の皆様へのお願い】

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、3月に
開催を予定しておりました、以下のイベントは中止と
なりました。
県内の感染状況が落ち着き次第、再開の判断を
行う予定です。

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。

時間：14時半～16時
場所：野殿橋周辺

ウインドシンセEWIをメイン
とするインストユニット。
昭和歌謡、J-POPなど、
人気曲をお届けします。



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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※スケジュールは令和３年１月時点の予定です。変更となる場合があります。

1月 
2月 

3月 3/7  リリーグループコンサート
3/20-21 花・緑ハーモニーフェスタin西川（中止）
3/21 ホコテン！（中止）

有機生活マーケットいち（中止）

2/28 西川ぬく森アナザーガーデン（中止）
ホコテン！（中止）

●

YOU+TAS

11月20日～2月14日

西川イルミ2020

令和２年度 西川パフォーマー事業
１月以降のスケジュール

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す。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。

※今年度の募集期間は終了いたしました。

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

https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000007071.html

4gatu 

４月から新しく５組の西川パフォーマーが加わります！

みんなで楽しく
ワイワイできる日常が
早く戻ってくると
いいな～

西川緑道公園でイベントやパフォーマンスを
実施する『西川パフォーマー』。実は、西川パ
フォーマーになるためには、年1回開催される
審査会で承認を得る必要があります。

令和2年度は、2月3日に審査会が行われ、5
団体の審査が行われました。

審査の結果、無事5団体すべて合格し、4月
から活動が可能になりました！

今月号では、新しく西川パフォーマーに加
わった、5団体についてご紹介させていただき
ます♪

←審査会の様子。
応募団体が事業概要をプレゼンします。

◆ビバップガール
3ピースインストバンド。「音楽は堅くあるのではなく、だれもが気軽にたの

しめること」を活動の柱に、カバーアレンジや楽曲のミックスなど、親しみや
すい楽曲を演奏します！

◆星屑倶楽部
童謡や誰もが聴いたことのある歌謡曲などをピアノ、ギターの演奏にのせ
て歌います♪演奏を聴きに足を運んでくださった方々が忙しい日常の中で
ほっと一息つける時間をお届けします。

◆れいわバンドＧ＆Ｂ
高齢者関係の集いや、地域のお祭りを中心に年間150回以上の活動をこ
なすバンド。音楽活動を通じて街の活性化を図ります！

◆ヒップホップダンス Ｂｅａｓｔ
ヒップホップダンスを中心としたダンスチーム。小～高校生で構成。
カッコよくて元気な学生たちのダンスで西川を盛り上げます！

◆春を待ちわびるアイルランドの祝日
アイルランドのセント・パトリックスデー（3月17日）に合わせ、アイルランド

音楽の演奏や音楽を奏でながらのパレードを行います。楽しい音楽を感じ
てもらい、同時に国際理解も深めます♪



岡山市 都市整備局 都市・交通部
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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4月4日(日) 4月11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 7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.74
令和3年

オカリナの音色に癒されて4月14日・28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。

れいわバンドＧ＆Ｂ4月18日(日)
時間：10時～1 2時
場所：野殿橋ステージ

健康で学びあう社会づくりを目指し、年間
1 5 0回程度のボランティア演奏実施。
フォーク、昭和歌謡など演奏します♪

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。



新型コロナウイルス感染症の対応

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３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 
3/23 オカリナの音色に癒されて
3/26-27 花・緑ハーモニーフェスタin西川
3/27 ホコテン！

2/27 ホコテン！

11/7 西川フォークミーテイング
ブルドッキング・ヘッドロッカーズ

11/10 オカリナの音色に癒されて
11/24 オカリナの音色に癒されて

10/2 Souls Fly
10/3 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
10/10 西川フォークミーティング
10/13 オカリナの音色に癒されて
10/17 れいわバンドＧ＆Ｂ
10/24 ホコテン！
10/27 オカリナの音色に癒されて

8/1 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
8/8 れいわバンドＧ＆Ｂ
8/21 西川フォークミーティング

9/5 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/11 西川フォークミーティング
9/12 れいわバンドＧ＆Ｂ
9/22 オカリナの音色に癒されて
9/25-26 花・緑ハーモニーフェスタin西川
9/26 ホコテン！

7/4 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
7/10 西川フォークミーティング
7/11 れいわバンドＧ＆Ｂ
7/14 オカリナの音色に癒されて

6/6 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
6/9 オカリナの音色に癒されて
6/12 西川フォークミーティング
6/13 れいわバンドＧ＆Ｂ
6/23 オカリナの音色に癒されて
6/27 花・緑ハーモニーフェスタin西川
6/27 ホコテン！

5/9 西川フォークミーティング
ブルドッキング・ヘッドロッカーズ

5/12 オカリナの音色に癒されて
5/16 れいわバンドＧ＆Ｂ
5/26 オカリナの音色に癒されて
5/29 Souls Fly

4/4 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
4/11 西川フォークミーティング
4/14 オカリナの音色に癒されて
4/18 れいわバンドＧ＆Ｂ
4/28 オカリナの音色に癒されて

●

YOU+TAS

12/8 オカリナの音色に癒されて

4月以降、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、以下の感染防止策を徹底し

たうえで、開催いたします。

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

力いただきますよう、お願いいたします。

なお、今後の感染状況や主催団体の意向により中止や延

期、あるいは内容の変更をする場合がありますのでご了承く

ださい。

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



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！

下石井公園では「E a t  U P」
が西川緑道公園では「有機生活
マーケットいち」が出店します。
西川パフォーマーの演奏やダン
スもお楽しみください。芝生広
場も登場します！

日時：７月２０日（火）
１８時半から22時

場所：西川緑道公園筋西側市道
（県庁通り～桶屋橋南）

日時 ： ９月 ２ ６日 （日 ）
1 1時から １ 6時

場所 ：西川緑道公園
下石井公園

column
西川緑道公園には多くの石があります。設計者の伊

藤邦衛氏は石の廃材を集めて、組み方で美しく見せる
ことにこだわられたそうです。割られたままの石に一
つ一つ個性を見出し、配置をされました。そして「石
は永遠」という想いがあったそうです。
人は時間と共に変わってゆきます。植木や花もそう

です。でも、石に苔が生えたとしても、石自体は変わ
りません。公園は自然や生活と結びつき、人の成長に
かかわります。永遠に寄り添える公園として、西川緑
道公園も自然も人も同じ循環の中で生きていることを、
石を通して伝えてくれているようです。
。

西川緑道公園・県庁通りイベント情報 Facebookページ

令和３年度

9 ・ 1 0 ・ 1 1月

vol.

新型コロナウィルスの感染拡
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 Fa c e b o o kページ」
をご覧ください。

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、自主的・主体的にイベ
ントを企画・実行する「西川パフォーマー」を募集していま
す。

西川緑道公園や県庁通りのイベント情報をF a c e b o o k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。

Facebook @nishikawa.kencho

秋号

西川緑道公園筋歩行者天国 ホコ
テン！今年度初開催です！密にな
りにくい屋外でゆっくりお楽しみ
ください。西川緑道公園内では
マーケットも出店予定です。
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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。

9月 

10月 

11月 

12月 

1月 

2月 

3月 
3/23 オカリナの音色に癒されて
3/26-27 花・緑ハーモニーフェスタin西川
3/27 ホコテン！

2/27 ホコテン！

11/7 西川フォークミーテイング
ブルドッキング・ヘッドロッカーズ

11/10 オカリナの音色に癒されて
11/24 オカリナの音色に癒されて

10/2 Souls Fly
10/3 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
10/10 西川フォークミーティング
10/13 オカリナの音色に癒されて
10/17 れいわバンドＧ＆Ｂ
10/23    満月BAR
10/24 ホコテン！
10/27 オカリナの音色に癒されて

9/5 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/11 西川フォークミーティング
9/12 れいわバンドＧ＆Ｂ
9/22 オカリナの音色に癒されて
9/25      満月BAR
9/25-26 花・緑ハーモニーフェスタin西川
9/26 ホコテン！

YOU+TAS

12/8 オカリナの音色に癒されて

れいわバンドＧ＆Ｂ

オカリナの音色に癒されて

西川フォーミーティング

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。

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

検索西川 イベント

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

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。

健康で学びあう社会づくりを目
指し、年間 1 5 0回程度のボラン

ティア演奏実施。フォーク、昭和
歌謡など演奏します♪

新型コロナウイルス感染症の対応

4月以降、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、以下の感染防止策を徹底し

たうえで、開催いたします。（ただし、緊急事態宣言の発令

中は全てのイベントを中止します。）

ご来場の皆様も「新しい生活様式」でのイベント参加にご

協力いただきますよう、お願いいたします。

なお、今後の感染状況や主催団体の意向により中止や延

期、あるいは内容の変更をする場合がありますのでご了承

ください。
みなさまのご協力お願いします。

ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
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！

9・10・11月 パフォーマー紹介

Souls Fly

満月BAR

令和３年度スケジュール

西川緑道公園内におしゃれな
BARが出現！おいしいお店の
お食事とお酒をお楽しみくださ
い。

ギターの音色にこだわる音フェチと
唄うことが大好きなボーカル。結成18

年！のフォーク・ニューミュージック・オ
リジナルを唄う二人組。



下石井公園では「Eat up OKAYAMA」
岡山プライドを持つ店舗の食が楽しめ、
西川緑道公園では「有機生活マーケット
いち」が出店！西川パフォーマーの演奏
やダンスもお楽しみください。
大きな芝生広場も登場しますよ！

日時： 9月 2 6日（日）
1 0月 2 4日（日） 1 1時から

場所：西川緑道公園筋西側市道

日時： 9月 2 6日（日 ) 1 1時から
場所：西川緑道公園

下石井公園

西川緑道公園・県庁通りイベント情報 Facebookページ

令和３年度

9 ・ 1 0 ・ 1 1月

vol.

新型コロナウィルスの感染拡
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 Fa c e b o o kページ」
をご覧ください。

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、自主的・主体的にイ
ベントを企画・実行する「西川パフォーマー」を募集してい
ます。

西川緑道公園や県庁通りのイベント情報をF a c e b o o k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。

Facebook @nishikawa.kencho

秋号

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

column
西川緑道公園には多くの石があります。設計者の伊

藤邦衛氏は石の廃材を集めて、組み方で美しく見せる
ことにこだわられたそうです。割られたままの石に一
つ一つ個性を見出し、配置をされました。そして「石
は永遠」という想いがあったそうです。
人は時間と共に変わってゆきます。植木や花もそう

です。でも、石に苔が生えたとしても、石自体は変わ
りません。公園は自然や生活と結びつき、人の成長に
かかわります。永遠に寄り添える公園として、西川緑
道公園も自然も人も同じ循環の中で生きていると、石
を通して伝えてくれているようです。
。

今年度初の開催です！密になり
にくい屋外でゆったりとお過ごし
ください。9月のホコテンでは普段
味わうことのできない空間、道路
にお絵かきできるコーナーが登
場！大人も子どもも楽しもう！
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※スケジュールはR3年8月10日時点の予定です。
変更となる場合があります。

9月 

10月 

11月 

12月 

1月 

2月 

3月 3/23 オカリナの音色に癒されて
3/26-27 花・緑ハーモニーフェスタin西川
3/27 ホコテン！

2/27 ホコテン！

11/7 西川フォークミーテイング
ブルドッキング・ヘッドロッカーズ

11/10 オカリナの音色に癒されて
11/19-1/10 西川イルミ2021
11/24 オカリナの音色に癒されて

10/2 Souls Fly
10/3 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
10/10 西川フォークミーティング
10/13 オカリナの音色に癒されて
10/17 れいわバンドＧ＆Ｂ
10/23    満月BAR
10/24 ホコテン！
10/27 オカリナの音色に癒されて

9/5 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/11 西川フォークミーティング
9/12 れいわバンドＧ＆Ｂ
9/22 オカリナの音色に癒されて
9/25      満月BAR
9/26 花・緑ハーモニーフェスタin西川
9/26 ホコテン！

YOU+TAS

12/8 オカリナの音色に癒されて

れいわバンドＧ＆Ｂ

オカリナの音色に癒されて

西川フォークミーティング

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。

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

検索西川 イベント

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

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。

健康で学びあう社会づくりを目
指し、年間 1 5 0回程度のボラン
ティア演奏実施。

フォーク、昭和歌謡など演奏し
ます♪

新型コロナウイルス感染症の対応

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、以下の感染防止策を徹底したうえで、

開催いたします。（ただし、緊急事態宣言の発令中は全ての

イベントを中止します。）

ご来場の皆様も「新しい生活様式」でのイベント参加にご

協力いただきますよう、お願いいたします。

なお、今後の感染状況や主催団体の意向により中止や延

期、あるいは内容の変更をする場合がありますのでご了承

ください。
みなさまのご協力お願いします。

ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
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！

9・10・11月 パフォーマー紹介

Souls Fly

満月BAR

令和３年度スケジュール

西川緑道公園内におしゃれな
BARが出現！おいしいお店の
お食事とお酒をお楽しみくださ
い。

ギターの音色にこだわる音フェチと
唄うことが大好きなボーカル。結成18

年！のフォーク・ニューミュージック・オ
リジナルを唄う二人組。



西川緑道公園の冬の風物詩「西川
イルミ」が今年も始まりました！今
回は「星めぐりの旅」をテーマに過
去最大の２０万球のイルミネーショ
ンで彩ります。普段とは異なる幻想
的な夜の西川緑道公園をお楽しみく
ださい。

日時： 2 0 2 1年 1 1月 1 9日 (金 )
～ 2 0 2 2年 1月 1 0日 (月 )

1 7 : 0 0～ 2 2 : 0 0

場所：西川緑道公園
（桃太郎大通り～あくら通り）

西川緑道公園・県庁通りイベント情報 Facebookページ

令和３年度

1 2 ・ 1 ・ 2 ・ ３月

vol.

新型コロナウィルスの感染拡
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 Fa c e b o o kページ」
をご覧ください。

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、自主的・主体的にイ
ベントを企画・実行する「西川パフォーマー」を募集してい
ます。

西川緑道公園や県庁通りのイベント情報をF a c e b o o k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。

Facebook @nishikawa.kencho

冬号

NISHIGAWA
ILLUMI 2021

花・緑ハーモニー
フェスタin西川

日時：2022年3月2 6日 (土 )・2 7日 (日 )
1 1 : 00～16 : 00

場所：西川緑道公園・下石井公園
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オカリナの音色に癒されて

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

検索西川 イベント

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

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。

Before After

下石井公園を期間限定で芝生化しています！

「街を楽しむ」をキーワードに、多くの方々が魅力を感じる環境づくりを進めています。
街なかの貴重な空間である『下石井公園』が、日常的に市民に親しまれる場になることを
目指し、期間限定でグラウンドに人工芝を設置する社会実験を実施しています。
緑あふれる空間で力いっぱい遊ぶのもよし！ゆったりピクニックもよし！
ぜひ、それぞれの過ごし方で居心地の良さを体感してもらえればと思います。

芝生設置期間：2021年11月2日（火）～12月19日（日）
※天候やコロナ感染状況等により変更になる場合があります。

12月 

1月 

2月 

3月 
3/23 オカリナの音色に癒されて
3/26-27 花・緑ハーモニーフェスタin西川
3/27 ホコテン！

2/27 ホコテン！

12/8 オカリナの音色に癒されて

令和３年度スケジュール

※スケジュールはR3年11月10日時点の予定です。
変更となる場合があります。

新型コロナウイルス感染症の対応

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、以下の感染防止策を徹底したうえで、

開催いたします。（ただし、緊急事態宣言の発令中は全ての

イベントを中止します。）

ご来場の皆様も「新しい生活様式」でのイベント参加にご

協力いただきますよう、お願いいたします。

なお、今後の感染状況や主催団体の意向により中止や延

期、あるいは内容の変更をする場合がありますのでご了承

ください。
みなさまのご協力お願いします。

西川緑道公園筋歩行者天国ホコテン！

「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
行者天国をお楽しみください。



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

検索西川 イベント

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

西川緑道公園 イベント情報

column
西川緑道公園にも春が訪れました。沢山の花が芽吹
き西川を彩り始めていきます。新しい年度が始まり、今
年度は昨年より明るく楽しい情報をお伝えできればと思
います。イベント情報チラシは季節ごとの発行ですが、
西川緑道公園や県庁通りのイベント情報などは
Facebookでリアルタイムに発信しています。合わせてご
らんください。

新型コロナウィルスの感染
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Faceboo k
ページ」をご覧ください。

令和4年度 6月・7月・8月 夏号

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、自主的・主体的にイベ
ントを企画・実行する「西川パフォー
マー」を募集しています。

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

西川緑道公園・県庁通りイベント情報 F a c e b o o kページ

西川夏あかり

夏の西川緑道公園を“浴衣でのまち
歩き”と“和”をテーマにライトアッ
プを行います。

日程：2022年7月20日(水)
から

8月31日(水）

時間：18時30分から22時
場所：桃太郎大通りからあくら通り

column
西川緑道公園には多くの石があります。設

計者の伊藤邦衛氏は石の廃材を集めて、組み
方で美しく見せることにこだわられたそうで
す。割られたままの石に一つ一つ個性を見出
し、配置をされました。そして「石は永遠」
という想いがあったそうです。
人は時間と共に変わってゆきます。植木や

花もそうです。でも、石に苔が生えたとして
も、石自体は変わりません。公園は自然や生
活と結びつき、人の成長にかかわります。永
遠に寄り添える公園として、西川緑道公園も
自然や人と同じ循環の中で生きていると、石
を通して伝えてくれているようです。
。

感染防止策



6月 

7月 

8月 

9月 

10月 

11月 

12月 
1月 
2月 
3月 

令和４年度スケジュール
6/4 Souls Fly
6/5 れいわバンドG＆B

ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
6/8・22 オカリナの音色に癒されて
6/11 満月BAR
6/12   ジャズイン西川
6/18 西川フォークミーティング

6/22  オカリナの音色に癒されて

7/3 ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
7/9 西川フォークミーティング
7/10 れいわバンドG＆B
7/13   オカリナの音色に癒されて
7/20  ジャズイン西川
7/30  満月BAR

8/6 ジャズイン西川
8/7 れいわバンドG＆B

ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
8/20 西川フォークミーティング
8/21 西川清掃

9/4  ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/10 満月BAR
9/11れいわバンドG＆B
9/17 西川フォークミーティング
9/24-25 花・緑ハーモニーフェスタin西川
9/28 オカリナの音色に癒されて

10/1  西川フォークミーティング
10/2れいわバンドG＆B

ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
10/8 満月BAR
10/9 西川フォークミーティング
10/12・26 オカリナの音色に癒されて

11/6 西川フォークミーティング
ブルドッキング・ヘッドロッカーズ

11/9・23 オカリナの音色に癒されて
11/13  れいわバンドG＆B

12/14 オカリナの音色に癒されて

3/18-19 花・緑ハーモニーフェスタin西川
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パフォーマー紹介

西川フォークミーティング＠野殿橋

フォークソングやポップス、どこ
かで聞いたことのある懐かしい曲
を演奏します。

日程：6月1 8日 (日 ) 7月9日 (日 )
8月2 0日 (日 )

時間：16 :0 0～1 9 :0 0

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。お楽し
みください。

ブルドッキング・ヘッドロッカーズ＠水上テラス

日程：6月5日 (日 ) 7月3日 (日 )
8月7日 (日 )

時間：15 :0 0～1 7 :0 0

心に響く音色をお楽しみくださ
い。手作りの小物・アクセサリー
などの販売もあります。

オカリナの音色に癒されて＠野殿橋

日程：6月8日 (水 ) 2 2日 (水 )
7月1 3日 (水 )

時間：11 :3 0～1 3 :0 0

フォークや歌謡演奏を通して、
ボランティアで健康で学びあう
社会づくりを目指しています。

れいわバンドＧ＆Ｂ＠野殿橋

日程：6月5日 (日 ) 7月1 0日 (日 )
8月7日 (日 )

時間：13 :0 0～1 5 :0 0

Souls Fly ＠野殿橋

日程：6月4日 (土 )
時間：16 :0 0～1 9 :0 0

満月BAR ＠野殿橋

日程：6月1 1日 (土 )  7月3 0日 (土 )
時間：17 :0 0～2 1 :0 0

満月に近い土曜日に開催する野外イベ
ント。「岡山の夜のにぎわい創出」「非日常
な空間づくり」をコンセプトに、美味しい料
理や飲み物、ライブをご用意しています。
月夜の下、素敵な夜をお過ごしください。

音楽を通し、美しい西川の風景を
他地域の方々に知ってもらい、賑わい
づくりのきっかけに、懐かしのフォーク
ソングを中心に演奏します。

※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。

ジャズイン西川＠野殿橋

日程：6月1 2日（日）： 1 3 :0 0～1 7 :0 0
7月2 0日（水）8月6日（土）： 1 8 :0 0～2 0 :0 0

ジャズイン西川による、マンスリージャズそ
してジャズナイト！いつも大人気のジャズイ
ンですが、今回は7月20日（水）は夏の西川

緑道公園ライトアップ「西川夏あかり」の初
日に合わせた開催もあります。是非お越しく
ださい♪



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

検索西川 イベント

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

西川緑道公園 イベント情報

column
西川緑道公園にも春が訪れました。沢山の花が芽吹
き西川を彩り始めていきます。新しい年度が始まり、今
年度は昨年より明るく楽しい情報をお伝えできればと思
います。イベント情報チラシは季節ごとの発行ですが、
西川緑道公園や県庁通りのイベント情報などは
Facebookでリアルタイムに発信しています。合わせてご
らんください。

令和4年度 9月・10月・11月秋号

岡山市公式noteで岡山のまちなか暮
らしの魅力を発信中！

西川緑道公園や県庁通りのイベント情報
をFacebookで発信しています。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。

@nishigawa.kencho

西川緑道公園・県庁通りイベント情報
F a c e b o o kページ

Column
秋の足音がゆっくりと聞こえてきます。

9月にはザクロやギンナンが実をつけ、10月には
様々なドングリやハゼの実がみられます。11月に

はキンモクセイの良い香りが街を包み、木々の紅
葉が始まります。少しずつ移り変わる季節を、街
の中心にある西川緑道公園に身を置いて、肌で
感じてみてください。

歩いて楽しいまち、岡山市中心市街地の地域情報
を発信するローカルメディアです。個性豊かな街な
かの魅力を、まちを愛する人たちへのインタビュー
等を通じて発信しています。

花・緑ハーモニーフェスタ
in 西川

西川緑道公園では「わたしも踊りたー
い！レッツダンス」のパフォーマンス。下
石井公園では「ジャズイン西川」のライブ
パフォーマンスと「Eat up OKAYAMA」岡
山プライドを持った名店の食が楽しめま
す！
今回も下石井公園では芝生広場を設置
します。美味しい料理と音楽を楽しみに
いらしてください。
また2年ぶりに西川緑道公園西側市道
ではホコテン！が同時開催です！

西川緑道公園会場
日時：9月25日(日)

11時～16時
下石井公園会場
日時：9月25日(日）

11時～20時

新型コロナウィルスの感染拡
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 Fa c e b o o kページ」
をご覧ください。

※写真は昨年の下石井公園会場様子
※両会場共に雨天ステージ中止
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パフォーマー紹介

西川フォークミーティング＠野殿橋

フォークソングやポップス、どこかで
聞いたことのある懐かしい曲を演奏し
ます。

日程：9月17日 (土 ) *
10月9日 (日 )  1 1月6日 (日 )

時間：13 :00～17 :00
*印は16 :00～19 :00

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 。お楽しみくだ さ
い。

ブルドッキング・ヘッドロッカーズ＠水上テラス

日程：9月4日 (日 ) 1 0月2日 (日 )
1 1月6日 (日 )

時間：15 :00～17 :00

心に響く音色をお楽しみ ください 。
手作りの小物 ・アクセサリーなどの販
売もあります。

オカリナの音色に癒されて＠野殿橋

日程：9月28日 (水 ) 1 0月12日 (水 )
1 0月26日 (水 )  1 1月9日 (水 )

1 1月23日 (水・祝日 )
時間：11 :30～13 :00

フォークや歌謡演奏を通して、ボラン
ティアで健康で学びあう社会づく りを
目指しています。

れいわバンドＧ＆Ｂ＠野殿橋

日程：9月11日 (日 ) 1 0月2日 (日 )
1 1月13日 (日 )

時間：13 :00～15 :00

満月BAR ＠野殿橋

日程：9月10日 (土 )  1 0月8日 (土 )
時間：17 :00～21 :00

満月に近い土曜日に開催する野外イベント。
「岡山の夜のにぎわい創出」「非日常な空間づく
り」をコンセプトに、美味しい料理や飲み物、ライ
ブをご用意しています。月夜の下、素敵な夜をお
過ごしください。

Souls Fly ＠野殿橋

日程：10月1日 (土 )
時間：16 :00～19 :00

音楽を通し、美しい西川の風景を他地域
の方々に知ってもらい、賑わいづくりのきっ
かけに、懐かしのフォークソングを中心に演
奏します。

9月 

10月 

11月 

12月 
1月 
2月 
3月 

令和４年度スケジュール

9/4  ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
9/10 満月BAR
9/11   れいわバンドG&B
9/17 西川フォークミーティング
9/25 花・緑ハーモニーフェスタin西川

ホコテン！
9/28 オカリナの音色に癒されて

10/1  Souls Fly
10/2   れいわバンドG&B

ブルドッキング・ヘッドロッカーズ
10/8 満月BAR
10/9 西川フォークミーティング
10/12・26 オカリナの音色に癒されて

11/6 西川フォークミーティング
ブルドッキング・ヘッドロッカーズ

11/9・23 オカリナの音色に癒されて
11/13  れいわバンドG&B
11/27 ホコテン！（県庁通り同時開催）

12/14 オカリナの音色に癒されて

3/19 花・緑ハーモニーフェスタin西川
ホコテン！

※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。

ホコテン！＠西川緑道公園西側市道
県庁通り～桶屋橋南

日程：9月25日(日)
11月27日(日)

*11月27日は内容未定

時間：11:00～16:00
※10時から17時エリア内自動車・自転車乗入禁止

西川緑道公園筋歩行者天国ホコテン！

昨年度は、新型コロナウィルスの蔓延のため
開催できず、２年ぶりのホコテン開催となりま
す。

密になりにくい屋外空間で、大人も子どもも
のんびりゆったり、お過ごしください。

この日は、いつもは歩くため車が
通るための道路がキャンパスとな
る「道路にチョークで絵を描こう！」
がありますよ！


