令和元年１１月 定例記者会見 Ｎｏ１

令和元年１１月２８日
担当：建設部公園緑地課
２４－２１１１内線２５８

花巻中央広場で冬を楽しむイベントを開催します
～

初めての冬をあなたと一緒に・・・１２月１日から１２月２５日まで開催

～

今年７月５日に全面開放しております「花巻中央広場」が初めての冬を迎えることから、広場の冬季活用の提
案として冬ならではの様々なイベントを１２月１日（日）から開催いたします。
これは、単にイベントを開催するのではなく、官民が連携した今後の広場活用を促進することが大きな目的の
ひとつであることから、広場の民間活用の促進を図るための社会実験として、㈱BonD Planning（ﾋﾞｰｵﾝﾃﾞｨﾌﾟﾗﾝﾆﾝ
ｸﾞ）のプロュースにより、民間の発想力やノウハウを活かした様々な活用シーンを演出するものです。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

１．１２月１日～２５日

クリスマスツリーとビックリースが登場！夜にはイルミネーションも！

１ 点灯時間 午後4時から 午後10時まで（12月20日～25日は午前0時まで）（変更の可能性があります）
２ 会
場 花巻中央広場（吹張町）：入場無料

２．１２月１日（日）オープニングイベント
○ snowpeak Shop in Shop OGALによる冬の広場で楽しむアウトドア《無料》
・たき火台でつくる焼きマシュマロ（先着順、数量限定）【11：00～15：00】
・簡単燻製体験（先着順、数量限定）【①11：00～ ②13：30～】
○キャンドルワークショップ《無料》【11：00～】
・点灯式用のキャンドルをみんなで作ろう！（先着100人限定）
○あったか木育コーナー《無料》【11：00～15：00】
木のおもちゃで遊ぼう！サンポットの床暖体験コーナー併設
○いわてヤタイの組み立てワークショップ《無料》【13：00～】
木製屋台を組み立ててみませんか？
花巻中央広場イメージ

○クリスマスツリーとキャンドルの点灯セレモニー【16：00～16：30】
市長と広場内のみなさんが、ワークショップで作ったキャンドルへ点火、クリスマスツリーの点灯
イーハトーヴ子供合唱隊による合唱 ほか
○飲食サービス等《有料》【11：00～17：00】

○協力出店リスト（変更の可能性があります）
snowpeak Shop in Shop OGAL ／ サンポット㈱ ／ あめのゆみらび ／ 岩手県県南振興局花巻農林振興センター
㈱小友木材 ／ nomos（ピザ） ／ FUGO（クレープ） ／ FOOD TRUCK TOOL（ハンバーガー）
《参考》
キャンドルワークショップでは、「キャンドル再生プロジェクト」の一環として、障がい者就労支援事業所で
ある「ココ・ミガクバ（材木町11-2）」が、結婚式などで使用されたキャンドルの汚れなどを取り除いて精製し、
再生加工したワックスを材料にしてキャンドルを作ります。キャンドル制作に携わった皆さんの想いに灯がとも
る瞬間を是非ご覧ください。
※「キャンドル再生プロジェクト」とは
一般社団法人「ココ・アルバ」が立ち上げたプロジェクトです。キャンドル再生プロジェクトは、生花店が
結婚式などで利用され役目を終えたキャンドルの多くを再利用の場がないため廃棄してきた経緯があり、これ
を障がい者支援事業作業に組み込めないかと考え、キャンドルアーティスト「ゆめのゆみらび」さんに相談し
たことが切っ掛けでスタートしました。
「ココ・アルバ」では、就労移行支援事業「ココ・ミガクバ」などを展開しています。「ココ・ミガクバ」
は一般就労を目指す障がい者が必要なスキルをトレーニングする場として利用されています。

３．１２月１４日（土）光瞬くクリスマスツリーの下で冬を彩るワインパーティー
【開催時間】 15：00～19：00
【開催場所】 花巻中央広場
【前売券等】 飲み放題チケット
前売券：税込2,000円（150枚限定 発売中）
なはんプラザ、ワインシャトー大迫、レストランベルンドルフで販売
当日券：税込2,500円（枚数限定）
※当日は現金払いで１杯から飲むこともできます
【協力出店】 サンポット㈱ ／ エーデルワイン・サポート（オードブルほか） ／ nomos（ピザ） ／
Greedy pig（肉料理）／カレーだＪ（カレー） ／ 石黒農場（ポトフ）
※出展内容が変更となる場合があります
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初めての冬をあなたと一緒に・・・
花巻市の中心部に今年誕生した花巻中央広場で
冬の夜を楽しむイベントを開催
Xmasツリーの下でワインとおいしいFOODを楽しみ
ませんか？

※ツリー・キャンドルはイメージです

花巻中央広場で冬を楽しむ！
2019.12.1～12.25（入場無料）場所：吹張町
期間中広場にXmasツリーとビックリースが登場！夜にはイルミネーションも！
12月1日(日)オープニングイベント

12月14日(土)冬を彩るワインパーティー

☆スノーピークによる冬の広場で楽しむアウトドア

☆温かい空間でワインや食事

(11：00～15：00)
・たき火台でつくる焼きマシュマロ
・簡単燻製体験

【数量限定】

(①11:30/②13:30) 【数量限定】

☆あったか木育コーナー

(11：00～15：00)

【エーデルワイン飲み放題チケット】
（150枚限定 前売り券2,000円）
※前売り券は、11月20日から下記にて販売
なはんプラザ

/

ワインシャトー大迫

レストランベルンドルフ

サンポットの床暖コーナー併設
☆キャンドルワークショップ

(15:00～19:00)

【お食事だけでも歓迎です】

（11：00～）

点灯式用のキャンドルをみんなで作ろう！
【無料/100人限定】
☆いわてヤタイの組み立てワークショップ
屋台を組み立ててみませんか？

(13：00～）

☆クリスマスツリーとキャンドルの点灯セレモニー
イーハトーヴ子ども合唱隊ほか (16：00～16：30）
出店リスト snowpeak Shop in Shop OGAL
サンポット㈱ / 小友木材店 / あめのゆみらび
岩手県県南振興局花巻農林振興センター
nomos(ピザ) / FUGO（クレープ）
FOOD TRUCK TOOL（ハンバーガー）ほか

出店リスト サンポット㈱
㈱エーデルワイン・サポート
nomos(ピザ) / Greedy pig（肉料理）
カレーだ J（カレー）
石黒農場（ポトフ）
←

イベントの詳細、荒天時の対応等
については、花巻市ホームページ
をご覧ください
※出店リストについては、変更の可能性があります

≪お問い合わせ先≫
●全般に関すること
花巻市建設部公園緑地課
Tel: 0198-24-2111(内258)Fax(直通): 0198-23-1244
●各企画内容に関すること
㈱BonD Planning Tel: 070-1145-1475
Mail: info@bondplanning.com
Facebook:＜b.d.planning＞
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初めての冬をあなたと一緒に・・・

花巻市の中心部に今年誕生した花巻中央広場で冬の夜を楽しむイベントを開催！
Xmas ツリーの下でワインとおいしい FOOD を楽しみませんか？
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@ 花巻中央広場

エーデルワイン飲み放題チケット

前売り券［150枚限定］¥ 2,000（税込） 好評発売中！
※当日券［枚数限定］¥ 2,500（税込）
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サンポット ㈱

㈱ エーデルワイン・サポート（ オードブルほか ）

nomos（ピザ ） Greedy pig（肉料理） カレーだ J（ カレー ）
石黒農場（ポトフ） ※諸事情により出店内容に変更の可能性があります

前売り券は

エーデルワイン飲み放題チケット
前売り券 ￥2,000（ 税 込 ）
150 枚限定

下記場所にて販売いたします。

なはんプラザ ワインシャトー大迫 レストランベルンドルフ
参加方法

① チケット とワイングラス（ 貸 出 ）を交換してください
② 自分で注いでお飲みください
③ お帰りの際はワイングラスをご返却ください

お願い

花巻中央広場で冬を楽しむ！
期間中

広場に Xmas ツリーが登場！

■ ワインは楽しくお飲みください

夜にはイルミネーションも！

■ 飲酒運転は法律で禁止されています

12/

■ 飲み放題ワインの持ち帰りはお断りいたします
■ ゴミの持ち帰りにご協力ください

1 25

wed

■ 食べ物・アルコールの持ち込みはご遠慮願います

sun

■ 未成年者の飲酒は法律で禁止されています

入場無料

問合せ／㈱ BonD Planning (ビーオンディプランニング ) info@bondplanning.com TEL. 070-1145-1475

初めての冬をあなたと一緒に・・・
お子さまとアウトドアを
楽しむイベント開催！
事前の申し込みは
必要ありません。

2019.12/1 sun
11:00-17:00

当日、先着で
受付いたしますので
会場にお越しください。

花巻中央広場

11:00 〜 15:00

冬の広場で楽しむ
アウトドア
焼マシュマロや簡単燻製体験など
①11:30 - ②13:30 【数に限りがあります】

11:00 〜

キャンドル
ワークショップ
点灯式用のキャンドルを
みんなで作ろう！

13:00 〜
11:00 〜 15:00

あったか
木育コーナー
サンポットの
床暖体験コーナー併設

いわてヤタイの
組み立て
ワークショップ

16:00 〜

クリスマスツリーと
キャンドルの
点灯セレモニー
イーハトーヴ
子ども合唱隊 ほか

出店
リスト

snowpeak Shop in Shop OGAL ／ サンポット（株）／ あめのゆみらび
岩手県県南花巻農林振興センター ／ nomos（ピザ ）／ FUGO（クレープ ）
FOOD TRUCK TOOL（ ハンバーガー ）／富良野メロンパン岩手

ほか

問合せ／㈱ BonD Planning (ビーオンディプランニング ) info@bondplanning.com TEL. 070-1145-1475

