
日 時　間 行　事　名 場　所

８：30 ～ 15：00 太素ウオーク 2013（雨天決行）～水土里の路、疏水百選ウオーキング～
太素塚出発～
　太素塚ゴール

10：00 ～ 12：30 北園小学校・十和田中学校・三本木高校（吹奏楽演奏）

太素塚ステージ13：00 ～ 13：30 十月会（琴演奏会）
13：30 ～ 14：00 まつりびと「羈

たづな

」（太鼓演奏）
14：00 ～ 16：00 ステージパフォーマンスショー

14：00 ～ 16：00 太素行列（荒天時中止） 市内目抜き通り
　　　～太素塚

16：00 ～ 17：00 藤はじめ（歌謡ショー） 太素塚ステージ
17：00 ～ 17：30 前夜祭 太素塚境内
17：30 ～ 18：00 新舞踊ショー 太素塚ステージ
９：30 ～ 10：00 太素祭式典 太素塚境内

10：00 ～ 10：30 十和田水神雷太鼓（太鼓演奏）

太素塚ステージ

10：30 ～ 11：00 大正琴演奏会
11：00 ～ 12：30 十和田市民俗芸能発表会

13：00 ～ 16：30 ＲＡＢラジオ公開録音太素祭カラオケ選手権

16：30 ～ 18：00 斉藤ルミコ（そっくりものまねショー）山上進（三味線、横笛トークショー）

2013年（平成25年）４月号　広報 ２３ 広報　　　　　　　　2013年（平成25年）４月号

行事名 とき ところ 問い合わせ先など
十和田市
青空商店組合

４月19日㈮～５月８日㈬
10：00～22：00

中央公園
緑地

十和田市青空商店組合
会長・志田☎090-9743-6496

十和田市春ま
つり物産展

４月27日㈯～29日㈪
10：00～16：00 桜の広場 ㈳十和田市観光協会☎㉔3006

フリー
マーケット

４月27日㈯～29日㈪
10：00～16：00 駒っこ広場

フリーマーケット事務局・坂本
☎090-3368-2840
出店料500円 出店者募集中!

さくらの
呈茶会 ４月28日㈰11：00～

桜の広場
※雨天時アート
　ステーショント
　ワダ中央広場

十和田市茶道協会事務局・湯沢
☎㉓4170

琴の演奏会 筝愛好会・矢倉☎㉓2412

馬車運行・
体験乗馬

４月27日㈯～５月６日㈪
※土・日・祝日のみ
10：00～15：00

中央公園
緑地

十和田乗馬倶楽部☎㉖2945
※馬車運行300円・
　体験乗馬500円

手作り水車
コンテスト

４月29日㈪
11：00～16：00

中央公民館
駐車場前の
水路

NPO法人十和田.L.ステージク
リエイト☎㉔2218
※審査は観桜客による投票

現代美術館
夜間延長

４月28日㈰
５月３日㈮～５月５日㈰

十和田市
現代美術館

十和田市現代美術館☎⑳1127
開館時間を午後７時まで延長

４４
2020 ～～

５５
５５

街を練り歩きます！

５
月
３
日
㈮

５
月
４
日
㈯

● 太素祭イベント ●

とき ステージイベント 苑内イベント 牧　場

４/28
㈰

11：30 ～ 12：00 13：00 ～ 14：00

ハーモニカ演奏会
（十和田ハーモニーズ）

小枝でこいのぼりをつくろう
（参加料 600 円、先着 20
人）

４/29
㈪

11：30 ～ 12：00 13：00 ～ 15：00

ジュニアオーケストラ
十和田演奏会

春を彩るハンギングバス
ケット教室（Ｐ 27 参照）

５/３
㈮

13：00 ～ 13：30 11：00 ～ 11：00 ～ 11：30
ジャグリングショー＆
　　　　バルーンアート
（北里大学ジャグリング部）

チェーンソーアート
（青い森カービングクラブ）

軽乗（駒っこクラブ）
11：30 ～
装蹄実演

５/４
㈯

13：00 ～ 13：30 10：00 ～ 12：00 11：00 ～ 11：30

南部深持神楽保存会演舞 木工教室（参加料 700 円、先着 20 人） 馬術演技

５/５
㈰

13：00 ～ 13：30 11：00 ～ 11：00 ～ 11：30

八甲田吹奏楽団演奏会 野外紙芝居 馬術演技
（十和田乗馬倶楽部）

５/６
㈪

13：00 ～ 13：30 11：00 ～ 12：00 11：00 ～ 11：30
マジックショー
（十和田マジッククラブ）

シャボン玉で遊ぼう 障害飛越・馬場馬術
（十和田馬術協会）

奥入瀬ろまんパーク
 こいのぼりフェア
問道の駅奥入瀬☎72 3201

　ろまんパークの大空に鯉のぼりを
泳がせます！ミニ物産展も開催！
とき　４月 27 日㈯～５月６日㈪
ところ　道の駅奥入瀬
　　　　奥入瀬ろまんパーク
※５月５日には、子どもを対象におも　
　ちゃ、おからドーナツをプレゼント！
　（いずれも先着 100 人）

春春のの

眺望眺望
　市役所新館５階の
展望ロビーを桜の開
花時期に合わせて午
前９時から午後８時
まで開放します。眼
下に広がる官庁街通
りの桜と松のコント
ラストをご覧くださ
い。

夜桜夜桜
　桜の開花中、官庁
街通り・中央公園を
午後６時から 10 時
までライトアップし
ます。闇夜に浮かぶ
幻想的な夜桜をお楽
しみください。

問観光推進課
　☎51 6770

街街街街街ををををを練練練りりり歩歩歩歩ききききま街街街街街街をををををを練練練練練練りりりりり歩歩歩歩歩歩きききま
太素行列太素行列がが

20132013 太素祭太素祭
～稲生川上水 155 年～～稲生川上水 155 年～

５５３３ ～～ ５５
問㈳十和田市観光協会☎㉔ 3006

問馬事公苑称徳館☎㉖ 2100

５５３３～６６

駒っこランド
まつりまつり

駒っこランド駒っこランド
　　　オープン記念　　　オープン記念
（４/28・29）も開催！（４/28・29）も開催！

館

中

第 10 回　桜流鏑馬
とき　４月 27 日㈯～ 29 日㈪
　　　９：00 ～ 14：00
ところ　中央公園緑地
※29日は流鏑馬エキシビジョンを開催
問桜流鏑馬実行委員会（十和田乗馬倶  
　楽部内）☎㉖ 2945　

YYabusameabusame HHipip HHopop D Danceance

Street The Party Vol.2 in 桜の広場
とき　４月 27 日㈯　13：00 ～ 15：00
ところ　桜の広場
※雨天時アートステーショントワダ
　中央広場
問㈳十和田市観光協会☎㉔ 3006　

YYosakoiosakoi

Yosakoi 元気まつり 2013 in 桜の広場
とき　４月 28 日㈰　13：00 ～ 15：00
ところ　桜の広場
※雨天時アートステーショントワダ
　中央広場
問㈳十和田市観光協会☎㉔ 3006　

第９回
十和田市環境緑化まつり
とき ４月27日㈯～５月5日㈰
ところ　中央公園緑地
コーナー 内容

園芸・
造園

花管理相談、庭づくり
相談、花苗・鉢花・緑化
木・造園資材展示販売など

森林 木工品展示販売など

盆栽 盆栽づくり実演・相談、
盆栽・エゾ松展示販売

山野草 山野草の手入れ相談、展
示販売など

緑化推進

ネイチャークラフト
（木の実細工）
農業集落排水処理施設な
どの汚泥を利用した、十
和田市産有機肥料の販売

問都市整備建築課公園緑地係
　☎516737

桜
花
桜
花
爛
漫
爛
漫

十
和
田
市

十
和
田
市
春春
ま
つ
り

ま
つ
り

◆４月 20日～５月 12日
「白神山地パネル展
　　　～世界遺産登録 20 周年」開催
◆４月 28日
　10：00 ～　お茶に親しもう！
　　　　　　　（江戸千家）
◆４月 29日
　オープン記念無料開放！
　10：00 ～ 12：00
　ドキュメンタリー「馬と人間」上映会
◆５月３日
　かたりべの日
◆５月５日　９：00 ～ 14：00　
　ダンボールで遊ぼう

称徳館イベント

　㈳十和田市観光協会☎㉔ 3006

太素ウオーク 2013 ！

㉔ 3006

稲生川沿いを歩こう！

▼Ａコース（19 ㎞）　《十和田市開拓ゆかり
　　　　　　　　　　のコース》

▼Ｂコース（14 ㎞）《ファミリーコース》

▼Ｃコース（６㎞）《らくらくコース》
参加料　1,500 円（当日受付時）
申込期間　４月２日㈫～ 22 日㈪

先着 50 人に
お花の苗プレゼント！
４月 28 日・５月３日
称徳館・牧場
※乗馬・馬車利用のかた
　および称徳館利用者

上映後、大澤未来監督に
よるアフタートーク有

※内容、時間など変更になる場合があります。

問観光推進課
　☎51 6770

● 新渡戸記念館イベント ●

◆クイズ・ニトちゃん検定　「太素行列の巻」
とき　５月３日㈮９：00 ～ 19：00
　　　　　４日㈯９：00 ～ 18：00
　　　　　５日㈰９：00 ～ 16：00
◆記念展示「太素行列」の歴史
とき　４月 21 日㈰～６月 30 日㈰
◆未来遺産十和田・ふるさと見本市！
郷土の自然、歴史、文化、食などの魅力を紹介
とき　５月３日㈮～６月 30 日㈰
■いずれも　ところ　新渡戸記念館

の巻」

ニトちゃん

問新渡戸記念館☎㉓ 4430

太素祭期間中は市外のかたも観覧料無料！

◆太素行列◆◆太素行列◆
　万延元年（1860 年）に 15 代南部藩
主・利

としひさ

剛公が三本木原開拓地の視察
へ訪れた模様を再現したものです。


