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中秋の名月を愛でな
がら邦楽コンサート
やお茶席をお楽しみ
いただけます。

肉汁たっぷりの
牛串やライスバー
ガー、ワッフルなど
が楽しめます。

新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いいたします

夏
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に
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ぐ
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涼
み

tsuyamajo-natsuzakura.com【公式ホームページ】

お問い
合わせ

主催：津山観光キャンペーン推進会議　後援：津山市・（公社）津山市観光協会

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、開催内容の変更または中止となる場合がございます。
（公社）津山市観光協会

2022

19：30-22：00

（鶴山公園）

大人 500円 ／小・中学生 300円
二の丸、三の丸津山城

（最終入場 21：30）※雨天決行

未就学児 無料 ※別途入場料はかかりません

※写真はイメージです

8.11 9.25

0868-22-3310
津山観光キャンペーン推進会議 0868-32-2082

木
・
祝 日

城BAR 連日開催中！

ホルモンうどん味比べ対決 観月と邦楽の夕べ

牛串・ライスバーガーなど 干し肉＆ビンチューまつり ／ 音楽ステージ ／ なりきり忍者［24日（土）のみ］

9月イベントのご案内

2016年公開の音楽映画「ラ・ラ・ランド」で主人公が演奏し世界じゅ
うで話題となった世界初5次元キーボードSeaboard の世界でも数少
ない奏者・作曲家のひとり。
5次元キーボードをメインに宙で音を奏でるAR拡張現実楽器、音楽
ガジェット、エレクトーンなど複数の最先端電子楽器を同時に弾き熟
し壮大なオーケストラ・サウンドまでたったひとりで奏でる演奏スタイ
ルは世界でも類がなくその全身全霊のパフォーマンスは圧巻。
世界の音楽に＜和＞の音色とリズムを融合させた独自の「和魂ミュー
ジック」が国内外で注目されている。

バーテンダーによる
カクテルなどが楽し
めます。
ノンアルコールカク
テルもあります。
協力：バーテンダー協会
　　（Bar cru）

19：30～

19：30～21：00

美味しい
クレープ屋さんが
やってくるよ♪

・
・
2金 3土・9金・10 土

23金 24土

9. 鶴山館の一角におしゃれな
フラワーコーナーが登場！

■平日
　8：40～17：00
■土・日・祝
　8：40～17：00
　19：30～22：00協力：はなうり

協力：鶴山を考える会 演奏：薮井佑介

協力：作州忍者鶴山隊協力：ふらっとABA
協力：
炙り家ぼっけもん・つやまNWP

3土 25 日9. ～
（SPACE）

地元野菜や黒豚ソーセージ
を使ったホットドッグなど、
さまざまな食事が楽しめます。

・3土 4日9.

・17土 18日9.

10土9.

・23金 24土

24 土

・25日9.

9.

ご当地グルメでまちの活性化
に取り組む「津山ホルモンうど
ん」と「佐用ホルモンうどん」に
よる味比べ対決。

和牛づくし
先着100名様
干し肉無料提供

忍者衣装を着て写真撮影

■干し肉＆ビンチューまつり

■なりきり忍者

■音楽ステージ《ジャズバンド》

世界初5次元キーボード×AR拡張現実楽器×エレクトーン演奏

23 金9.

24 土9.

25 日9.

小野クインテット...... 19：40～20：10
池田卓司トリオ......... 20：20～20：50
遠藤マリトリオ.......... 19：40～20：10
misty ........................... 20：20～20：50
小野クインテット...... 19：40～20：10
whiskymist............... 20：20～20：50

参加無料

18：30～20：30※夜間提供は9/3のみです。
　詳しくは裏面をご覧ください。

協力：Crepeシャシャ

キッチンカー

3土・4日9.

フラワーコーナー
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●新型コロナウイルス感染拡大予防のため来場者の安全確保、天候の状況などにより、やむを得ず
中止や開催内容を一部変更する場合がございます。●ご来園の際は、必ずマスクをご着用ください。
また事前の検温にご協力ください。●37.5℃以上の発熱や、咳など風邪に似た症状がある場合は、
ご来場をご遠慮ください。

新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いいたします

GUIDE

MAP

津山全域マップ

ガイドマップ

夏 の
イベント

EVENTS

■DATA
津山市大谷
料金／一般310円、小・中学生100円
問／0868-35-3343（津山まなびの鉄道館）
http://www.tsuyamakan.jp/manabi/

鉄道館ナイトフェス2022

津山・台湾デー in まなびの鉄道館
鉄道館ナイトフェス2022と同時開催！

津山まなびの鉄道館

普段は入ることのでき
ない夜の鉄道館を
ライトアップで演出
します。
ライティングした
「転車台回転の実演
（19：45）」やバンド
演出、こども縁日など
を開催します。

台湾の彰化市には、彰化扇形車庫があ
るつながりから、津山市と彰化市の連携
イベントとして台湾をテーマにイベントを
開催します。
彰化扇形車庫との生中継クイズ大会や
台湾グルメのキッチンカー出店などをお
楽しみいただけます。
また、「JALふるさと応援隊」もイベントに
参加し、盛り上げてくれます。ぜひ、台湾
の雰囲気を味わいに来てください！

9/17（日） 17：00～20：30 ※限定ツアーもあり

※ただし、食数に限りがあるため、なくなり次第終了とします。

※「津山ホルモンうどん」・「佐用ホルモン
うどん」は、9月3日（土）同場所で開催の
「津山城ナイトファンタジア夏桜」に出店
します。ただし、食数に限りがあります。

※当公園に入場の際には、入園料が必要と
なります。

9/3（土） 11：30～15：00／19：30～21：00 9/4（日） 11：30～15：00

■DATA
津山市大谷
料金／一般310円、小・中学生100円
問／0868-35-3343（津山まなびの鉄道館）
http://www.tsuyamakan.jp/manabi/

7/1（金）～9/30（金）

2 親子で満喫！ わくわく夏休み！
 QRクイズラリー
津山まなびの鉄道館

「津山まなびの鉄道館」を親子でより楽しむための
QRクイズを用意しました。お手持ちのスマートフォン
でクイズに答えて4個のスタンプを集めると、鉄道館
オリジナルグッズをプレゼントします！

2

津山ホルモンうどん ｖｓ 佐用ホルモンうどん

ｖｓ

津山城（鶴山公園）内 つるまる広場
1

■DATA
料金／2000円
※各回定員18名、要予約、先着順
予約・問／0868-32-2082
（津山観光キャンペーン推進会議）

①9/23（金・祝） 13：30～15：30
② 9/24（土） 10：00～12：00

ヒンダローペン
絵付け体験
津山洋学資料館（西新町5）

400年以上伝わるオランダの伝統絵付けで、洋学資
料館の絵付けにも使われている「ヒンダローペン」で、
キーホルダーやパスケースを彩ってみませんか？ 
参加者プレゼントも用意しています。

3

■DATA
料金／1000円
予約・問／0868-22-8688
　　　　　（城西まちづくり協議会）
※予約は3日前まで
http://www.tsuyamakan.jp/
event/detail/?pk=278

7/1（金）～9/30（金） 所要時間：約90分
※毎週月曜（祝日の場合は翌日）および
　お盆期間は休み

城西まち歩き
「先達といく おかげめぐり」
集合：作州民芸館（西今町18） または 
　　　城西浪漫館（田町122）

僧侶の案内で寺社を巡るまち歩きツアー。
城西エリアや各寺院の歴史や魅力をご案内します。

4

■DATA
津山市大田920
問／0868-32-2082（津山観光キャンペーン推進会議）

7/1（金）～9/30（金） 9：00～日没まで

グリーンヒルズ津山
フラワーガーデン
グリーンヒルズ津山

緑あふれる「グリーンヒルズ津山」にフォトジェニックな
フラワーガーデンを制作。
緑の丘とカラフルで可憐なお花畑の風景が夏の
思い出を素敵に演出します。

5

■DATA
問／0868-32-2082
　　（津山観光キャンペーン推進会議）
http://www.tsuyamakan.jp/manabi/takarasagashi/

7/1（金）～9/30（金）

つやま宝さがし大冒険！
津山市内各所

津山市内のクイズスポットを巡り、
謎を解くことで宝をゲットする周遊
イベントです。毎月コースが変わり
ます。参加無料。

9/17
（土）

※写真はイメージです

某テレビ局で取り上げられた
「津山ホルモンうどん」と「佐用
ホルモンうどん」が出店します。

津山ホルモンうどん

佐用ホルモンうどん


