冬の大雪なんのその、津山の桜は元気です
問い合わせ先 観光振興課32‑2082
こ え

が

た わ

声ヶ乢桜まつり

《衆

品種 ソメイヨシノほか
とき ４月２日㈯〜17日㈰
ところ ウッドパーク声ヶ乢（市場）
※火気使用不可
ライトアップ 夕暮れ〜午後９時30分
売店 地元グループによるお弁当や特
産品の販売（満開時の土・日曜日の
み）
入場料 無料 駐車場 50台（無料）
問い合わせ先

勝北支所産業課32‑7024
お

そ

尾 所 の 桜
品種 ヤマザクラ
ところ 阿波
推定樹齢 約550年
大きさ 高さ16ｍ、目通り周囲
4.7ｍ、根元周囲5.5ｍ、枝張
り20ｍ
ライトアップ 午後６時〜９時（満開時）
入場料 無料 駐車場 なし
問い合わせ先

売店

楽

園》

春のしらべ（迎賓館）
とき ４月３日 ㈰ ・10日 ㈰ 正午〜午
後３時
こと
内容 琴と尺八による邦楽演奏
出演 ３日＝当道音楽会岡山北支部、
都山流尺八美琳会 10日＝筝曲
0202会
お茶席（余芳閣）
とき ４月１日 ㈮〜15日 ㈮午前10時
〜午後４時
料金 350円（銘菓付き）
※期間中、衆楽公園駐車場は、有料
駐車場となります（休日は全面、
平日は北側部分）
品種 シダレザクラ、ソメイヨシノ
ほか
開園時間 午前７時〜午後８時
※火気使用不可
ライトアップ なし
茶店 １軒
入場料 無料
駐車場 240台（有料）

なし

阿波支所産業土木課32‑7043

心もウキウキしてくるこの季節。
津山の桜前線、津山城〜衆楽園〜ウッドパーク声ヶ乢〜尾所の桜を巡ってみませんか。

津山

４/１㈮〜15㈮

《城東町並保存地区》
ぶらり城東むかし町
とき さくらまつり期間中の土・日曜日午前
10時〜午後４時
内容 城東名物「桜のほっぺ」
（たこ焼き）と
お茶席など

《中心商店街》

西東三鬼賞表彰式

とき ４月１日㈮午後４時〜
ところ 津山国際ホテル

曲水の宴俳句会

とき ４月２日㈯午前９時
〜

第 回 西東三鬼賞が決定しました

大賞・西東三鬼賞

逸
分

30

十二月みんなが通る自動ドア
石井 冴子︵大阪府︶

秀

衆楽園
千円︵句せん代含む︶

32

草いきれ同じ水飲む恋がたき
ところ
山﨑 加津子︵埼玉県︶ 参加費

50

32

かまどうま足らざるものは足らぬまま

句が決

50

根来 眞知子︵京都府︶
朝顔の巻きて開きて終るかな
木村 澄夫︵兵庫県︶
エンディングノートまっさら鳥曇
村瀬 誠道︵愛知県︶
空へ散る皇帝ダリア三島の忌
問い合わせ先 西東三鬼賞委員
横井 博行︵神奈川県︶
会事務局︵文化振興課内︶
八月や人のかたちに砂を掘り
 ︲２１２１
丹羽 志保子︵岡山県︶

西東三鬼 回忌法要
次の世へ春の障子の如きもの
来る４月１日は西東三鬼没後
横田 昭子︵大阪府︶
回忌になります︒
敗荷やただ存在を愛すといい
とき ４月１
田村 久美子︵兵庫県︶
日㈮午後２
次郎柿甘し太郎冠者をるかやいっ
時〜３時
石川 久︵神奈川県︶
ところ 成道
詩とかけて死入口にスミレ咲いてる
寺︵西寺町︶
渕上 信子︵東京都︶
問い合わせ先 西東三鬼顕彰会
︵文 化 振 興 課 内︶  ︲２ １
２１

ま た︑こ の ほ か 佳 作
定しました︒
30

18

2011年商店街さくら天国
とき ４月１日㈮〜15日㈮
内容 ２日＝似顔絵コーナー ３日＝プレミ
アムカーコレクション、ビートストリー
ト・ソシオ 10日＝さくら天国まちなか
茶会
※そのほか、抽選会（３月26日 ㈯ 〜４月10
日㈰）や津山一店逸品運動など

山
お城

に恩

返し

クリーンボランティア募集

とき ４月１日㈮〜15日㈮
内容 園内外のごみ拾い、パトロール
※当日参加も可
問い合わせ先

11

2011.3

津山市観光協会22‑3310

《津山城（鶴山公園）
》
さくらまつりオープン式（表門入り口）
とき ４月１日㈮午前10時15分〜11時
内容 津山情緒保存会、テープカット、鶴山桜太鼓、
餅まき
お茶席（鶴山館）
とき ４月２日 ㈯ ・３日 ㈰ ・９日 ㈯ ・10日 ㈰ 午前10時
〜午後４時
料金 350円（銘菓付き）
美作の観光と物産展（鶴山館・裏門）
とき ４月１日㈮〜15日㈮午前９時〜午後５時
内容 美作地方の特産品や土産品の販売
※２日㈯・３日㈰・９日㈯・10日㈰は、餅つきやヤマメ
の塩焼きなどの実演販売を行います
つやま夢みのり・食コーナー（動物園）
とき ４月２日㈯・3日㈰・9日㈯・10日㈰午前10時〜
午後４時
内容 杜仲地どり、レアチーズ豆乳デザート、さくら物
語など、つやま夢みのり商品の販売
美作のご当地グルメと観光展、さくらカフェ（動物園）
とき ４月２日 ㈯ ・３日 ㈰ ・９日 ㈯ ・10日 ㈰ 午前10時
〜午後４時（さくらカフェのみ１日㈮も開催、午前11
時30分〜）
内容 話題の美作のご当地グルメ（津山ホルモンうどん、
ひるぜん焼そば、たまごかけごはん、イノシシカレ
ー）と津山産小麦を使用した津山ロールが大集合！
兵庫・岡山 県際交流コーナー（動物園）
とき ４月３日㈰午前10時〜午後４時
内容 兵庫県と岡山県との交流イベント
ちびっこ広場（本丸）
とき ４月１日㈮〜10日㈰午前10時〜午後４時
内容 アクアボールＱやフアフア、SLアロー号など
さくら見んちゃいフェスティバル
とき ４月１日㈮〜15日㈮
内容 ２日＝津山情緒保存会、津山鶴丸太鼓 ３日＝宮
坂流津山銭太鼓保存会、鶴山桜太鼓、岡山城鉄砲隊
９日＝津山ご当地アイドルデビューステージ 10日＝
ロイヤル・フラッシュジャズバンド、マリオのミュー
ジックライブ
※そのほか各種団体の有志によるイベントが行われます
品種 ソメイヨシノほか
開園時間 午前7時30分〜午後10時
※本丸は火気使用不可
ライトアップ ４月１日㈮〜15日㈮午後６時〜10時
売店 約30店
入場料 高校生以上300円、中学生以下無料
駐車場 約2,000台（有料）

2011.3
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