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※天候等、諸般の事情により、変更又は中止
　となる場合があります。ご了承ください。

花巻市・（一社）花巻観光協会・花巻商工会議所・商店街振興団体
お問い合わせ 花巻商工会議所東和支所 TEL.0198-42-3155土沢七夕まつり実行委員会

岩 手岩 手

商店街の七夕飾り

盛岡ミスさんさおどりパレード

手踊りパレード

ちんどん屋「早池峰一座」パレード

インスタ映えするチワワ犬のコスプレショー

専修大学北上高等学校マーチングバンドパレード

東和中学校吹奏楽部演奏会

土沢七夕まつりの竹は、陸前高田市森林組合様のご協力により陸前高田市内の竹を使用しています。

90年の伝統90年の伝統
15：00～16：00
オープニングセレモニー
会場 ： 東和総合支所前駐車場

 ◆専修大学北上高等学校
　「マーチングバンドパレード」
会場 ： 土沢商店街

15：00～21：00
絵とうろう展示（東和学童クラブ主催）
会場 ： 駅前商店街

15：00～21：00
こっぽら土澤『屋台村』
会場 ： 岩手銀行土沢支店駐車場
　　　こっぽら土澤前

15：00～21：00
ふれあい広場・ビアガーデン
会場 ： 中町 ドキドキパーキング

15：00～21：00
ふわふわトランポリン
会場 ： 中町 アイリス駐車場

16：00～16：30
インスタ映えする
チワワ犬のコスプレショー
【1回目】 会場 ： 中町 アイリス駐車場前

16：30～17：00
遠野一輪車クラブによる
パフォーマンスショー
（中町振興会主催）
会場 ： 中町 ドキドキパーキング前

17：00～17：30
インスタ映えする
チワワ犬のコスプレショー
【2回目】 会場 ： 上町 こっぽら土澤前

18：30～20：30
股旅・新舞踊公演
出演：東和三尺会（中町振興会主催）
会場 ： 中町 賑わいステーションつちざわ

19：00～
花巻市東和町民
総参加手踊りパレード
会場 ： 土沢商店街　（※雨天時 8月7日［火］）

20：00～
ミニ舞踊会（上町商店会主催）
会場 ： 上町 こっぽら土澤前

15：00～21：00
絵とうろう展示（東和学童クラブ主催）
会場 ： 駅前商店街

15：00～21：00
秋田県 ㈲進藤冷菓
ババヘラアイス販売
会場 ： 東和総合支所前駐車場

15：10～15：30
東和中学校吹奏楽部演奏会
会場 ： 中町 花巻信金前交差点 

15：45～
ちんどん屋「早池峰一座」パレード
スタート ： アイリス駐車場前～上町岩銀前まで

15：00～21：00
こっぽら土澤『屋台村』
会場 ： 岩手銀行土沢支店駐車場・こっぽら土澤前

15：00～21：00
ふわふわトランポリン
会場 ： 中町 アイリス駐車場

15：00～21：00
ふれあい広場・ビアガーデン
会場 ： 中町 ドキドキパーキング

17：30～
盛岡ミスさんさおどりパレード
スタート ： アイリス駐車場前～上町岩銀前まで

18：00～18：30
東和荘 紫雲太鼓（中町振興会主催）
会場 ： 中町 ドキドキパーキング前

19：30～
「わ太鼓満月組」演奏
（こっぽら土澤主催）
会場 ： 上町 こっぽら土澤前

8月6日月 8月7日火



土沢七夕まつり協賛企業ご芳名
七夕用紙取扱店

花巻市東和町安俵 TEL（0198）42-2511㈹

キ ク ヤ
～キレイを応援～

化粧品の

株式会社

いけ田
〒028-0114
花巻市東和町土沢8-65
TEL.0198-42-3722

㈱東和町総合サービス公社
花巻市東和町安俵6区122番地
☎0198（42）2090㈹

東和交通観光

道の続く限り夢を乗せ
　快適に走り続ける貸し切りバス

岡田新聞店
岩手日報・朝日・毎日・日経・スポーツ新聞

TEL.44-2444  FAX.29-5963

ササチョウ 老舗の味つゆ

この商標は萬鉄五郎が考案したものです

佐々長醸造株式会社

2018年夏もの処分セール
みなさまの衣料センター

株式会社

芳賀火工
仙台工場 宮城県仙台市青葉区芋沢権現森山47
 TEL（022）394-2018  FAX（022）394-2033
岩手工場 岩手県花巻市東和町田瀬25区258番1
 TEL（0198）36-3878  FAX（0198）36-3879

宮城県仙台市青葉区二日町18-12
TEL（022）262-1151　FAX（022）262-1154

◆「煙火の花道」URL   http://www16.ocn.ne.jp/̃enka/

入浴時間：午前10時～午後10時まで
（最終受付：午後9時30分）

花巻市東和町安俵6-135  Tel.0198-42-4311

と　う わ お　ん せ　ん

東和温泉花と緑と
安らぎの湯

ビアガーデン開催中！
炭酸泉好評営業中

花巻市東和町土沢8区317
TEL 0198（42）3421

中央理容HairSalon

地元とともに

花巻信用金庫東和支店
TEL 42-3211

花巻市東和町土沢8区61番地 Tel／Fax0198（42）4444
リスクバスターズ総合保険事務所株式

会社

TEL 0198-42-2632

きのこやおいよ
東和町土沢8区115
TEL 0198-42-3829

自動車保険・火災保険・地震保険・

生命保険・医療保険・がん保険・

その他各種保険

お気軽にご相談下さい

花巻市東和町土沢5区417 TEL.0198-42-2311

道路区画線・道路標示・道路標識・すべり止め舗装・一般土木工事

岩手標識株式会社

社団法人 全国道路標識･標示業協会会員
社団法人 岩手県建設業協会会員

全標協 岩手県協会会員

〒025-0312 岩手県花巻市二枚橋第3地割246番地1
ＴＥＬ（0198）26-5148・ＦＡＸ（0198）26-5123

小山内　章　誠代表取締役
サンクス有限会社

建設機械・リース&販売

岩手県花巻市実相寺224番地2
☎0198（22）6745

いえづくり、ものづくりを通して、

まちをつくる。くらしをつくる。笑顔をつくる

岩手県花巻市東和町安俵2区11 tel（0198）42-4000

We build comfort life and make happy smiles.

－肌 測 定 実 施 中－

w w w . h a n a m a k i - j . j p

本社:花巻市空港南2丁目22番地
（花巻流通業務団地）

竹内真空被膜株式会社
岩手県花巻市東和町百ノ沢1区127番1
電　話　（0198）　4 2 － 2 1 4 1 ㈹
F A X　（0198）　4 2 － 4 1 6 6 番

本社
〒028-
0111

真 　 空 　 蒸 　 着 　 一 　 般
特殊バックミラー・光学機械用ミラー

営　業　品　目

岩手銀行土沢支店
☎0198-42-4111㈹

信頼の、さらにその先へ。

0120-26-3827

■道路交通規制略図
主なイベント会場

バス停 展示会場および車両規制区間
〈午後3時～午後9時〉

駐車禁止規制区域

◀花巻 ▼東和IC

◀新花巻駅

遠野▶

新地・石鳩岡▲

土沢駅

●高木タクシー

JAいわて花巻
東和町支店●

●
理容
多田

●東和郵便局

●萬鉄五郎
記念美術館

花巻信用金庫
●

岩手銀行
●

新斉通り

総合
支所

●ベルプラス東和店
国道283号（土沢バイパス）

コミセン●●多目的グラウンド

●消防分署 福祉センター● ●東和駐在所 ●ガソリンスタンド

●旧千鳥

七夕飾りの展示は、午後3時より9時までです。

花巻信金前交差点花巻信金前交差点

中町アイリス
駐車場

中町アイリス
駐車場

中町ドキドキ
パーキング
中町ドキドキ
パーキング

賑わいステーション
つちざわ

賑わいステーション
つちざわ

賑わいステーション
つちざわ

こっぽら土澤こっぽら土澤
まつり
本部 お車でお越しの皆様へ

●道路交通規制区間への車両乗り入れ禁止にご協力願います。
●通常の駐停車禁止に加え、臨時に駐車禁止規制区域を設けて
　おりますのでご協力願います。
●駐車場のご利用に際しては、それぞれの管理者の了解を得て
　ご利用ください。

※お客様の安全を考慮し、土沢七夕まつり会場での
　ドローンの飛行及び撮影を禁止いたします。

土澤アートクラフトフェア
10月7日（日）－8日（月）
土澤アートクラフトフェア実行委員会

三熊野神社例大祭 泣き相撲
9月19日（水） 会場：成島熊野神社毘沙門堂

土沢まつり
9月15日（土）－16日（日） 会場：土沢商店街

手踊りパレード開催中の時間帯は、交通事故
防止のため、東和総合支所駐車場内での
車輌の移動は禁止させていただきます。

観光のご案内
※矢印は交通規制のため通常とは別の場所
　に設置してありますのでご注意下さい。

P
P
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