
太田市北部運動公園　    TEL.0276（37）3434
太田市役所商業観光課　 TEL.0276（47）1833
　　　

お問合わせ／

場所 ／八王子山公園 〒373-0074  群馬県太田市上強戸町 2079－3　TEL.0276－37－3434
鳳凰ゴルフ倶楽部南側隣接（太田市北部運動公園）

時間 ／ 午前９時～午後５時 駐車料金 ／ 普通車 500 円  バス 2,000 円 ※障がい者手帳のご提示により駐車料金が無料になります

▶▶▶
金4 5 月5 62019年2019年

北関東自動車道太田藪塚 ICより、北関東自動車道側道を通り車で約15分。
太田桐生 ICより、国道 122号を経由し県道 39号を通り車で約 10分。お車でお越しの方は…

ライトアップ鯉のぼり桜並木芝すべり

太田市北部運動公園　    TEL.0276（37）3434
太田市役所商業観光課　 TEL.0276（47）1833
　　　

お問合わせ／

場所 ／八王子山公園 〒373-0074  群馬県太田市上強戸町 2079－3　TEL.0276－37－3434
鳳凰ゴルフ倶楽部南側隣接（太田市北部運動公園）

時間 ／ 午前９時～午後５時 駐車料金 ／

ネモフィラネモフィラネモフィラネモフィラ カリフォルニアポピーカリフォルニアポピーカリフォルニアポピーカリフォルニアポピー

普通車 500 円  バス 2,000 円 ※障がい者手帳のご提示により駐車料金が無料になります

▶▶▶
金4 5 月5 62019年2019年

北関東自動車道太田藪塚 ICより、北関東自動車道側道を通り車で約15分。
太田桐生 ICより、国道 122号を経由し県道 39号を通り車で約 10分。
太田強戸SIC・PAより車で約５分。

お車でお越しの方は…

ライトアップ鯉のぼり桜並木芝すべり

おおた    芝桜まつり
OTA Moss Pink Festival 2019
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総合案内総合案内

※都合により出演者等の変更がある場合がございますのでご了承ください。

４日（土）

5日（日）

6日（月）

エコハウスエコハウス

P

北広場駐車場北広場駐車場

鯉のぼり鯉のぼり

芝すべり芝すべり
P

東駐車場東駐車場
P

中央駐車場中央駐車場

カート乗り場カート乗り場

… ネモフィラ
… ポピー

… 菜の花
… 芝桜

P

北駐車場北駐車場

野外ステージ野外ステージ

P

西駐車場西駐車場

中央広場中央広場

料金ゲート料金ゲート

池

10：00～／14：00～（２ステージ）

（公園西エリア）
３月下旬～４月上旬
午後６時～午後８時
桜の開花に合わせて
変更します26日（金）

27日（土）

28日（日）

29日（月）

30日（火）

11日（木）

13日（土）

14日（日）

16日（火）

18日（木）

20日（土）

21日（日）

（場所：中央芝生広場）
期間中

会場
案内

※午前９時～午後６時までに退場される車両より駐車料金を頂きます。

乗用車1台に付き￥500　バス￥2,000　駐車料金は後払いになります。
2輪車・障がい者の方は無料。（管理棟にて障がい者の方は障がい者手帳等を確認させて頂きます。）

駐車料金（まつり期間中のみ）

おおた   芝桜まつり イベントカレンダー

•11：00～ ノアメリア
•12：00～ カ  レイ  フラスタジオ
•13：00～ 和太鼓  華
•14：00～ TOOLSダンススタジオ

•15：00～ 秋桜太鼓

•10：00～ ブロッサム
•11：00～ グッタリン  ジン
•12：00～ コ  オリナ  ダンススタジオ
•13：00～ ポポ  レフア
•14：00～ ALL  STAR  CHEER
•15：00～ ナ  プア  ハワイ

•10：00～ マハナ  ダンス  スタジオ
•11：00～ フラサークル  カパリリ
•12：00～ ナ  ホク  オリノリノ
•13：00～ ナ  ホク  フラサークル
•14：00～ 生品ピリアロハ
•15：00～ フラ  ハラウ  オ  アリコラニ

•13：00～ レクリエーションダンス  シャイン

•12：00～ レレレのウクレレ

•10：00～ ゴスペルフェス
•終日　　 スバル地域交流会によるスバル車展示

•10：00～ ダンサモーラ
•11：00～ ハーラウ  フラ  オ  ナープア  モハラ
•12：00～ ハラウ  フラ  オ  レイ  オハナ
•13：00～ モハラ  プア
•14：00～ ふふふ
•15：00～ 楽団二人
•終日　　 スバル地域交流会によるスバル車展示

•14：00～ レクダンス太田

•10：00～ フラ  ハーラウ  イケロア
•11：00～ フラ  レイラニ
•12：00～ マヒナラニ  フラスタジオ
•13：00～ フラ  オ  アネラ＆マヘナラニ
•14：00～ 太田きもの愛好会
•15：00～ レクリエーションダンス  ドリーム

•10：00～ 太田市矢場勝社中
•11：00～ 太田市八木節連合会

ドリームダンスフェスタ

フラダンスフェスティバル

こどもの日スペシャルヒーローショー

緑花祭

ステージ：ぐんまちゃん、岡崎友行、華乃美幸
芝生広場：パナソニックワイルドナイツ
　　　　　　　　交流イベント＆青空マルシェ

鯉のぼり

桜ライトアップ

4 月
７日（日）

３日（金）

5 月
１日（水）

•11：00～ ナニ  ホ  アロハ  フラ
•12：00～ プアラニ  フラサークルA
•13：00～ マイレ  フラ  ユキエ

•10：00～ オルオルフラ＆タヒチアンフラサークル太田
•11：00～ フラ  オ  ポアコル
•12：00～ カプア  フラ
•13：00～ レバ  レバ
•14：00～ J －WEST 

憩いの丘憩いの丘

駐輪場駐輪場

強風の日は
掲揚しません

•14：00～ あおぞら歌声喫茶

27日㈯  ドリームダンスフェスタ

岡崎友行 華乃美幸

29日㈪  フラダンスフェスティバル

28日㈰


