路面電車南北接続２周年記念イベント

2022

3.18 ㊎-3.21 ㊊㊗
南北接続でつながった各エリアの
さまざまなイベントをめぐって、
3.19-21 南北直通2周年イベント
素敵な週末を楽しもう！
in岩瀬

I

富岩運河環水公園
3.20-21 環水公園
スプリングマルシェ
＆フォトラリー

岩瀬浜
K

H

3.21 りんりんサイクルフェス

東岩瀬
K

富山駅北口駅前広場

S

3.18

よぞら駅道

3.19-21 えきの食卓
T

3.19-20 ランクルフェス富山 2022

3.19-21 えきのあそびば

オークスカナル
パークH富山前

3.19-20 3×3 BASKETBALL
SHAKE THE WORLD TOYAMA 2022 SPRING

TRA

M

Tk

POR

3.19-20 富山グラウジーズ
ホームゲーム

各会場でとほ活ポイントが
獲得できます！ラリーも
開催中 !!

TOYAMA STATION

移動生活
ナビアプリ

ＷＥＳＴＥＲ

あいの風とやま鉄道
「ＴＯＹＡＭＡつながる切符」
でお得に富山駅まで 遊 び
に行こう！

富山駅

おでかけをもっと楽しく快適に
富山駅をマイ駅登録しよう！

Tm

富山駅南口駅前広場 ・ 南北自由通路
3.18

オープニングセレモニー

3.18

つながる市

3.18

飛騨市物産展

3.19

KNB高原兄の5時間耐久ラジオ

「デジタル一日フリー乗車券」
で各イベント会場を周遊す
るスタンプラリーに参加し豪
華景品をGET！
！

CENTRAM

中央通り商店街 牛島屋２Fマチノス、
てるてる亭ほくほく通り１Fほか

3.19-21 つなげるmyroute

3.18-21 電車に乗って…

3.19-21 沖縄県物産展

～まちなか和フタヌーンティーとキモノヨロズ遊び～

3.19-21 富山ステーションシティフェスタ

3.18
12:00～18:00 （和フタヌーンティー）
3.19
10:30～18:00 （和フタヌーンティー）
3.18-21 10:00～17:00 （キモノヨロズ遊び）

3.20

カターレ富山
パブリックビューイング

富山市民プラザ

3.20

LOVE BLUE クリーンアッププロジェクト

3.19-21 はなまる
クラフトフェア2022

第2回ゴミ拾い選手権大会

中町

3.20

学生×社会人まちづくり

交流イベント

Y

U

富山大学前
U

神通川

諏訪川原

大手モール
O

大手モール

3.21

3.20

～越中大手市場～
トランジットモール

富山大和
3.19-21 総曲輪春の
感謝祭2022

3.20 学生×社会人まちづくり
交流イベント

富山大学 黒田講堂
富山大学 × 地鉄
3.21 祭典イベント

D

P

M
M
TRA
TRA
SAN
SAN

C

3.18-21

M
TOYAMA
SOUTH WIND
FESTIVAL2022

南富山駅前
主催：富山駅南北一体的なまちづくりプラットフォーム
協力：大手モール周辺賑わい創出実行委員会、(株)沖縄県物産公社、(株)カターレ富山、北日本放送（株）、総曲輪春の感謝祭2022実行委員会、中央通り商店街まちなか賑わいの会、
富山駅南北交流人口創出事業実行委員会、(株)富山グラウジーズ、富山県、TOYAMA SOUTH WIND FESTIVAL2022実行委員会、(一社)富山水素エネルギー促進協議会、
富山市民プラザ、富山大学、富山myroute推進協議会、南北直通2周年イベントin岩瀬実行委員会、飛騨市、寄処・裏門

DAY1

DAY2

路面電車南北接続2周年記念
オープニングセレモニー

KNB
高原兄の5時間耐久ラジオ
Tm

Tm

10：00～15：00

11：00～11:30
オープニングイベントとして、富山商業
高等学校書道部によるパフォーマンス
を披露。

富山駅からKNBラジオ
が全編生中継！

富山駅南北一体的なまちづくりプラットフォーム
（富山市活力都市推進課） 076-443-2179

えきの食卓

10:00～18:00
無印良品の「つながる市」を開催！
詳しくは「つながる市」で検索。

トヨタモビリティ富山によるSUV同乗
試乗アトラクションや
次世代 移動手段の試
乗体験など楽しい体験
が盛りだくさん！
富山駅南北交流人口創出事業実行委員会
（㈱アドマック内） 076-493-2550

富山のキッチンカーやフードスタンドな
ど、地元のおいしいが
集まりました。週末の
食卓は駅に行こう！

10:00～17:00
富山市3x3専用コートオープンから1
年。一般参加の大会、
バスケ 教 室など今年
も3x3で富山を盛り
上げます！

木製遊具やキックターゲットなど、駅に
こどものあそびばがやってきた！
19日には凸凹パンプ
コース（キックバイク用）
もくるよ！
みんな遊びにきてね。

富山大和・フェリオや商店街の春まつり！
デジタルチケット＆お買い物レシートを
持って大和内特設抽選会場に行くと、豪
華プレゼントがもらえるかも・・・！
その他お得な
キャンペーンも
開催します！

つなげるmyroute

Tk

沖縄県物産展

10:00～20:00

㈱沖縄県物産公社 098-859-6321

富山ステーション
シティフェスタ

TOYAMA SOUTH WIND FESTIVAL2022実行委員会
（北陸アート院クレアルテ） 080-1966-1844

学生×社会人まちづくり交流イベント
Y

南北接続2周年を踏まえた「まちづくり交
流 会 」を 開 催 し ま す。学
生・社会人の立場を越え、
大いに語り合いましょう。
U

18:00～21:00
企 業 ト ッ プと 学 生 が 交 流 で きるワ ー ク
ショップを開催します。普段聞けないあんな
話題やこんな話題を、美味
しいお酒とともに・・・。
寄処・裏門 （寄処） 080-6997-0873

11：00～16：00
「3月18日開業の“マルート”前を中心
に心躍る体験を通して、新しい発見や
ワクワクと出会うイベン
トを日替わりで開催。」
富山ターミナルビル㈱ 076-445-4511

ｍyrouteデジタル一日フリー乗車券
で各 イベント周遊 のスタ
ンプラリー開催！豪華景
品交換所はこちら！

富山myroute推進協議会
（トヨタモビリティ富山㈱） ０７６-４３２-４１４１

南北直通2周年イベント
in岩瀬

富山グラウジーズ
ホームゲーム
T

18：05～
13:05～
3/19、20島 根 スサノオ マ
ジックに勝利して、チャンピ
オンシップに喰らいつけ！！

DAY4
りんりんサイクルフェス

DAY3

I

10:00～17:00
春爛漫の岩瀬地区で多彩なイベントを
開催。「沙石」,「Kobo」での試飲イベン
ト、カナル会館ではファン必見のバス祭
り、漁協屋台村、
カター レ富山と
の合同企画も！
南北直通2周年イベントin岩瀬実行委員会
富山地方鉄道㈱企画交通政策課 076-432-5534

K

10:00～16:00
キックバイクレースを開催！広いパークで
キックバイク、ＢＭＸ、ピス
ト・ロードバイク、パンプト
ラックなど、こどもから大
人まで自転車で遊べる♪
富山競輪場 076-438-3400

富山大学×地鉄
3.21祭典イベント

㈱富山グラウジーズ 076-451-5586

H

南富山駅前で、駅マエ屋台村や、多数
のキッチンカーによる駅ヨコマルシェ
を開催。駅前に巨大壁画が出現し、壁
画前でフラメンコラ
イブをはじめ、多彩
なステージイベント
を開催します。

㈱カターレ富山 076-461-5200

12:00～16:00

沖縄の旬な味覚 ・ 特産品を紹介。 沖縄
そばやポーク玉子おにぎりに、 スイーツ
や沖縄の色のＴシャツ
や可愛いアクセサリー
なども出展。 音楽ライ
ブもやってるよ！

10:00～17:00

TOYAMA SOUTH
WIND FESTIVAL2022
18:00～23:00
10:00～23:00
10:00～17:00

15:30～１６:00
駅 周辺のゴミ拾い活 動を
実施します。当日参加OK!
参加賞あり!

Tm

富山駅南北一体的なまちづくりプラットフォーム
（富山市活力都市推進課） 076-443-2179

M

第2回ゴミ拾い選手権大会

Tm

総曲輪春の感謝祭2022実行委員会
（富山大和） 076-424-1111

よぞら駅道

夕暮れから音楽とともに、キッチンカー
やフードスタンドのマーケットが立ち並
び、イタリ ア ン や ワ イ
ン、地魚のすり身揚げ
など多種多様な食を
楽しむイベント♪

富山市民プラザ 076-493-1313

総曲輪 春の感謝祭2022

飛騨市 商工課 0577-62-8901

15:00～19:00

㈱カターレ富山 076-461-5200

Tm

10:00～16:00

味噌煎餅や地酒、地魚のぼっか煮など、
飛騨市の特産品が、まるーっと富山駅に
大 集合！飛 騨を 味 わ
い、電車に乗って遊び
に来てください。

クラフトをテーマにしたオリジナル作品
を販 売します。お気に入
りをみつけにきてくださ
い。ウツワ展も同時開催。

富山駅南北一体的なまちづくりプラットフォーム
（富山市活力都市推進課） 076-443-2179

D

11：00～19:00

（参加は抽選となる場合があります。）

Tm

10:00～17：00
10:00～16:00

中央通り商店街まちなか賑わいの会
和フタヌーンティー 090-1639-4822
キモノヨロズ遊び 076-461-5679

Tm

12:30～15：30
3/20（日）FC今治戦を勝利し
てBack To J2!富山駅でみん
なで応援しよう！

LOVE BLUE クリーンアッププロジェクト

P

Tk

飛騨市物産展

Tm

富山駅南北交流人口創出事業実行委員会
（㈱アドマック内） 076-493-2550

えきのあそびば

12:00～18:00 （ティー）
10:30～18:00 （ティー）
10:00～17:00 （キモノ）
和風アフタヌーン
ティー、キモノ
DJ、キモノフリマ
などを開催！

カターレ富山
パブリックビューイング

はなまるクラフトフェア2022

～まちなか和フタヌーンティーとキモノヨロズ遊び～

C

大手モール周辺賑わい創出実行委員会
（富山市中心市街地活性化推進課） 076-443-2054

SHAKE THE WORLD TOYAMA 2022 SPRING

富山駅南北一体的なまちづくりプラットフォーム
（富山市活力都市推進課） 076-443-2179

電車に乗って…

10:00～16:00
歩行者と路面電車のみが通行できる
空間に越中大手市
場など、個性豊かな
お店が立ち並ぶ 富
山のまちな か の風
物詩です♪

3×3 BASKETBALL

10:00～16:00

無印良品 富山マルート 076-439-2610

O

10:00～17:00

S

Tk

Tm

S

北日本放送㈱ 076-432-5555

つながる市

～越中大手市場～
トランジットモール

ランクルフェス富山2022

環水公園
スプリングマルシェ＆フォトラリー
K

10:00～16:00
素敵な景品が抽選で当たるフォトラ
リーを開催！公園内
では飲食・雑貨など
のマルシェ、音楽ス
テージも。
富山県観光振興室 076-444-4116

U

10:00～16:00
地方都市の交 通研究をリードする宇
都宮浄人教授（関西大）、加藤博 和教
授（名古屋大）と中川大副学長による
記念 講 演や「あの方」をお招きしての
「語る会」を開催!!富大学生サークルに
よる 音 楽 演 奏 会
や 富 大 歴 史写 真
展も実施します！
富山地方鉄道㈱企画交通政策課
076-432-5534

富山駅南北一体的なまちづくりプラットフォーム事務局 （富山市活力都市推進課） 076-443-2179
■新型コロナウイルス感染症の拡大状況や、荒天の場合等は、変更・中止となることがありますので、ＨＰにてご確認ください。

