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▲緑黄色社会
▲きみに届け。はじまりの歌
　沖田 円/著（スターツ出版文庫）

『神様の願いごと』の表紙をイ
メージした「笹の参道」が皆さ
んをお迎えします。

笹の参道

日程／3日金
　　　13:00～21:00
　　　4日土・5日日
　　　10:00～21:00
会場／安城七夕神社
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13 朝日町交差点
信号で通行できます

日の出町交差点
信号で通行できます

安城駅前
ステージ
安城駅前
ステージ

朝日町商店街ゾーン朝日町商店街ゾーン

日の出町
商店街ゾーン
日の出町

商店街ゾーン
案内所案内所

10

花ノ木テント村花ノ木テント村

末広町公民館（案内所）末広町公民館（案内所）

花ノ木公民館花ノ木公民館

北明治商店街ゾーン北明治商店街ゾーン

安城西公園安城西公園

へきしん
天の川テラス
へきしん
天の川テラス

JAあおみっ子広場JAあおみっ子広場
みゆき
ワイワイ広場
みゆき
ワイワイ広場

12
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14

11
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安城七夕神社安城七夕神社

1
願いごと広場願いごと広場 アンフォーレ本館アンフォーレ本館

本通り商店街
きーぼー村　
本通り商店街
きーぼー村　

7

9
壱番会ゾーン壱番会ゾーン8

本通り&セントラル
共同企画ゾーン
本通り&セントラル
共同企画ゾーン

JR三河安城駅周辺にも
駐車場（有料）が
あります

パーク&ライドに
ご協力ください

ごみは持ち帰りましょう。市民、七夕まつり協力団体の方々にごみの分別収集ボランティアをお願いしています。

案内所の
開設時間  JR安城駅1階KEYPORT（午前10時～午後10時）・名鉄南安城駅（午前10時～午後9時）・末広町公民館（午前10時～午後9時）

❶デイリーヤマザキ安城相生店　❷赤坂　❸ヘルシークラブSunrise　❹鈴木小鳥店　❺紫陽花　❻天巽　❼T's gallery
❽ぼちぼちカフェ　❾東海石油　10和食つき山　11日新堂書店　12パニーノ　13ingハウスここからトイレ トイレ協力店

名鉄バス路線あんくるバス路線（まつり当日は交通渋滞のためダイヤどおりの運行ができない場合があります） 駐輪場

車両通行止め並びに主たる飾り付け道路(自転車も乗車禁止) 無料駐車場 一方通行 交通信号機有料駐車場有

協賛会本部・警察署現地警察本部・消防駅前特別警戒本部バス停留所 銀行・信用金庫 授乳・オムツ交換コーナー本部 喫煙所

（ 救護員所属機関　日本赤十字社　安城更生病院　八千代病院　南医療生活協同組合 ）救護所
MAP中の番号は1～3ページの各番号に対応しています。

会場案内図
期間中終日車両通行止め
8月3日（金）午前10時から8月5日（日）午後10時まで

交 通
規 制

◆8月2日(木)の夜間から飾り付け作業を行います。
◆公共交通機関をご利用ください。

駅を降りればスグ会場、東西南北駐車場あり！

喫煙所は、アンフォーレ西、へきしん天の川テラス、JR
安城駅前デッキ上、名鉄南安城駅、花ノ木テント村など
に設置しています。

喫煙所以外での路上喫煙は禁止です

●貸出場所
　JR安城駅1階KEYPORT
　名鉄南安城駅案内所

車いすの貸し出し

お願い！

無料
レンタル！

　市内の幼稚園・保育園、小・中・高校の子どもたちのほか、ま
つり期間中に書かれた願いごと短冊を「短冊ロード」に飾り、
夜にはライトアップも。安城七夕まつりの公式キャラクター・
きーぼーの短冊に、あなたの願いを綴りにきてください。

日程／3日金～5日日　10：00～21：00
会場／短冊配布・飾り付け：願いごと広場

Eventdata

「七夕」ならでは！きっと思いが届くはず…
願いごと短冊願いごと短冊

見
どころ

★各会場の番号は4ページの会場案内図のマップ番号に対応しています。
★イベントスケジュールは都合により、変更する場合があります。
★「◆」は安城七夕親善大使の表敬訪問または参加を予定しています。
（その他各会場にも参加予定）
★「●」は安城七夕まつり公式キャラクター「きーぼー」が登場予定で
す。（その他各会場にも登場予定）

安城七夕親善大使市中パレード

ちびっこおみこしパレード

13:30～14:30

14:00～14:30

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（アンフォーレ前～七夕通り）
・・・・・・愛知学泉大学附属幼稚園

（安城駅前～碧信前）

◆●

パレード

各種会場
メッセージ投下

七夕飾り付けコンクール審査

七夕アリーナ（グルメ市、映画無料上映会）

スタンプラリー ～７つの笑顔スタンプを探せ！～

“家族の笑顔”ステーション

11:00～11:15

19:00～21:00

10:00～21:00

10:00～18:00

10:00～21:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【安城西公園】

【七夕通り】

【駅西平面駐車場・三菱UFJ銀行駐車場】

【アンフォーレ等会場一帯】

【ingハウスここから】

◆●

各種会場

【エントランス】

【アンフォーレ室内ステージ】
地域交流物産展

南吉童謡
チアダンス
キッズチアダンス
キッズチアダンス
バトン、チア
新体操
三河万歳
ダンス
チアダンス
アカペラ演奏
ストリートダンス
キッズDANCE

10:00～21:00

14:30～15:00
15:00～15:30
15:30～16:00
16:00～16:30
16:30～17:00
17:00～17:30
17:30～18:30
18:30～19:00
19:00～19:30
19:30～20:00
20:00～20:30
20:30～21:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・AMI
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・レクラ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・チームLOVE
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・HAPPY

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SQUARE
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安城新体操クラブ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安城の三河万歳保存会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・バニーズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・JACK POT
・・・・・・・・・・愛知大学アカペラサークル　VMC2
・・・・・・・・・・・・・・・天空大河＆妙佳-TAEKA-Live
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・L.D.C.

◆
◆
●

◆

アンフォーレ本館22

ダンスパフォーマンス
ダンス
歌
歌謡ショー
歌
歌
キッズチアダンス
キッズチアダンス
健康体操、歌
ダンス
キッズダンス
ダンス
ダンス

14:30～15:00
15:00～15:30
15:30～16:00
16:00～16:30
16:30～17:00
17:00～17:30
17:30～18:00
18:00～18:30
18:30～19:00
19:00～19:30
19:30～20:00
20:00～20:30
20:30～21:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Studio U
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ai dance club

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ひまわり七夕ステージ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・仙藤誠音楽事務所

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・AJ music school 七夕 Ｌｉｖｅ 2018
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Weekend Live in 七夕

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・わくわくビクス
・・・・・・SPG CHEER DANCE PROJECT
学校法人さくら学園　グループホームじけい　選抜チームJ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Y's G-happy
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スタジオ Do キッズパラダイス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・W♡D ダンスファクトリー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TORI'S

安城駅前ステージ33

【碧信本店駐車場】

【碧信本店前】

天の川テラスステージ
かき氷、飲料水などの販売、無料休憩所
浴衣の着くずれ直し、授乳、オムツ交換コーナー、親子ふれあいコーナー

有松絞り商品の展示・販売・町並み紹介

10:00～21:00
10:00～21:00
10:00～21:00

10:00～21:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各種団体
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

へきしん天の川テラス 碧信本店駐車場44

願いごとふうせん（受付）
願いごと短冊（受付）
願いごとスクリーン（受付）
短冊ロード＆イルミネーション
吹き流しの森

ミストエリア

安城「イチオシ」グルめぐり

七夕まつり開幕セレモニー
消防局音楽隊
ダンス
キッズチアダンス
キッズダンス
ダンス
チアダンス
ご当地体操
キッズダンス
歌
ゴスペル
和太鼓

10:00～21:00
10:00～21:00
17:00～21:00
10:00～21:00
10:00～21:00

10:00～21:00

10:00～21:00

13:00～13:30
14:30～15:00
16:00～16:30
16:30～17:00
17:00～17:30
17:30～18:00
18:00～18:30
18:30～19:00
19:00～19:30
19:30～20:00
20:00～20:30
20:30～21:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安城青年会議所

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・安城青年会議所

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安城青年会議所

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安城商工会議所青年部

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・衣浦東部広域連合消防局

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岡崎学園高等学校　ダンス部
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・プリンセス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ティンク
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スプリーム

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ドルチェ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Anjo☆きらめきた～い
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スパークルキッズ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ミルキーウェイ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ツルタ楽器　ゴスペル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安城太鼓会　ほだら

【願いごと広場内、アンフォーレ北側歩道付近】

【願いごと広場ステージ】

【願いごと広場北側入口付近】

◆
◆

◆

◆
◆
●

●◆
◆

願いごと広場 アンフォーレ広場11

ＪＡ特産加工品コーナー
ちびっこ食農ゲームコーナー
ＪＡ特産品コーナー(葉しょうが・クルクマほか)

14:00～21:00
14:00～21:00
17:00～21:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

◆
◆
●

ＪＡあおみっ子広場 JA本店（東側駐車場）66

キッズダンス＆歌のステージ（きーぼー村ステージ）
休憩所＆喫煙所（ハイボールもあるよ♡）

12:00～21:00
12:00～21:00

・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【朝日町西交差点北】◆
◆
●

本通り商店街きーぼー村77

アトラクションパーク 11:00～21:00・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【JR安城駅バス停前】◆●

本通り＆セントラル共同企画ゾーン88

ROCK FRONTIER 2018　ほか各種イベント 12:00～21:00・・・・・・・・・・

壱番会ゾーン 丸八証券前99

きーぼー with D（飾り）

お化け屋敷

屋台村

国際貢献スポット（アフガニスタン、ミャンマー）＆七夕まちえきライブ！！

巨大スクリーン映画

10:00～21:00

10:00～21:00

10:00～21:00

12:00～21:00

18：00～21：00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・御陵一座

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆●
【朝日橋上】

【朝日町西信号前】

【サンアベニュー駐車場内】

【岡菊苑】

【朝日橋西】

朝日町商店街ゾーン1010

サンライズフリーマーケット 13:00～21:00・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【日の出町七夕通り】◆●

日の出町商店街ゾーン1111

七夕市民飾り

子ども縁日(ゲームコーナー)
大道芸

10:00～21:00

16:00～20:00
17:00～21:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【市役所前花ノ木通り】

【花ノ木広場】

◆●

花ノ木テント村1212

七夕神社大祭
願いごとキャンドル（受付）

11:15～11:45
13:00～21:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●◆

安城七夕神社1414昭和のゲーム ほか 13:00～21:00・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◆●

みゆきワイワイ広場 アンフォーレ西55

金

41

安城出身の小説家
沖田円さんとコラボレーション

「きみに届け。はじまりの歌」
緑黄色社会スペシャルライブ

　安城市を舞台とした沖田円さん
の最新作「きみに届け。はじまりの
歌」。主人公が書き上げた楽曲
「リトルシンガー」は、愛知県出身
の4人組バンド「緑黄色社会」の
ボーカル・長屋晴子さんが作詞を
担当。作中の七夕まつりライブ
シーンとリンクして、「緑黄色社
会」がこの曲を初披露します。

8月4日土 19：30～20：30
願いごと広場ステージ

　沖田さんの小説「神様の願いごと」は、安城七夕まつりをイメージした作品として、昨
年の七夕まつりから小説とのコラボレーションを行ってきました。今年も引き続き、「神様
の願いごと」の世界を体験できる企画を実施。また、沖田さんの最新作「きみに届け。は
じまりの歌」は安城市が舞台。作中に安城七夕まつりが登場するなど、まつりとの縁が
一層深い作品となっています。
　今回は、コラボレーション企画として、小説に楽曲提供をしているアーティスト「緑黄
色社会」のスペシャルライブを開催。
　安城七夕まつりで、沖田円さんの作品世界を体感しよう！
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安城七夕まつり
公式サイト
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安城七夕まつりの中で作品の世界を再現

◀『神様の願いごと』カ
バーイラストを担当した
イラストレーター・げみさ
んが、実際に安城七夕ま
つりを訪れた思い出を描
いたイラストを、今年の
ポスターに採用。この世
界観を体験できる「吹き
流しの森」が、短冊ロード
に登場！
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出会う、ふれあう、元気になれる。
「笑顔」のチカラ、願いごとの聖地から。

幼稚園のパレードを中止とします



安城七夕ちびっこ鼓笛パレード

てらべマーチングバンド

慈恵幼稚園マーチングバンド
第二慈恵幼稚園マーチングバンド
小学校音楽パレード
　♪錦町小学校
　♪桜町小学校
　♪安城北部小学校
　♪安城南部小学校
　♪三河安城小学校
　♪安城中部小学校
DanSpo ANJOパレード

阿波おどり

10:00～10:30

10:05～10:35

10:35～11:05
11:05～11:35

11:30～12:00
11:40～12:10
11:50～12:20
12:00～12:30
12:10～12:40
12:20～12:50
13:30～16:00
18:00～20:00
17:00～21:00

・・・愛知学泉短期大学附属幼稚園
（安城駅前～旧NTT安城ビル）
・・・・・てらべクリエイティブこども園

（安城駅前～碧信前）
・・・・・・・・・（安城駅前～碧信前）
・・・・・・・（安城駅前～碧信前）

・・・・・・・・・・・・・・・・・（JA前～安城駅前～末広）
・・・・・・・・・・・・・・・（JA前～安城駅前～花ノ木）

・・・・・・・・（JA前～安城駅前～朝日町）
・・・・・・・・（JA前～安城駅前～朝日町）
・・・・・・・（JA前～安城駅前～花ノ木）
・・・・・・（JA前～安城駅前～北明治）
・・・・・・・・・（御幸本町～安城駅前）
・・・（御幸本町西～日通倉庫前）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・西三河阿波踊り研究会若鯱連
（花ノ木～御幸本町西～福福屋前～碧信前～花ノ木）

◆

●

● パレード

各種会場
七夕アリーナ

スタンプラリー　～７つの笑顔スタンプを探せ！～

“家族の笑顔”ステーション

安城七夕まつり共催　全三河ソフトテニス大会

安城七夕まつり協賛盆栽展示会

安城七夕まつり協賛茶会

10:00～21:00

10:00～18:00

10:00～21:00

8:00～17:00

9:00～20:00

13:00～16:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安城市ソフトテニス連盟

・・・・安城盆栽会（日盆安城支部）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安城茶友会

【駅西平面駐車場・三菱UFJ銀行駐車場】

【アンフォーレ等会場一帯】

【ingハウスここから】

【安城市総合運動公園テニスコート】

【西信安城支店２階】

【安城市民会館３階大会議室】

各種会場

アトラクションパーク 11:00～21:00・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【JR安城駅バス停前】◆●

本通り＆セントラル共同企画ゾーン88

【エントランス】

【アンフォーレ室内ステージ】
地域交流物産展

TANABATA Band Festival

10:00～21:00
10:00～10:30
10:30～11:00
11:00～11:30
11:30～12:00
12:00～12:30
12:30～13:00
13:00～13:30
13:30～14:00
14:00～14:30
14:30～15:00
15:00～15:30
15:30～16:00
16:30～17:00
17:00～17:30
17:30～18:00
18:00～18:30
18:30～19:00
19:00～19:30
19:30～20:00
20:00～20:30
20:30～21:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドロップス
LUCIFER
mr.skank

黒鹿
nunBOPPO'z
タイムマシーン

luscious
clover leaf

Caramel Honey
Trip nostalgie

'80Backs
Atrandjam Boom

アイウエア
maple sugar

Ctrl+Z
bowling stones

わっしょい
ＤＤボーイズ

もぐらパラシュート
みこと＆ダブルカホンズ
Great Deceiver

◆
◆
●

中心市街地拠点施設
「アンフォーレ」広場アンフォーレ本館22

13:00～13:30
13:30～14:00
14:00～15:00
15:00～15:30
15:30～16:00
16:00～16:30
16:30～17:00
17:00～18:00
18:00～18:30
18:30～19:00
19:00～19:30
19:30～20:00
20:00～20:30
20:30～21:00

中心市街地拠点施設
「アンフォーレ」広場

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Chan's
・・・・・・・・・・・・・・・・・・紅葉 feat. Ai Sakita

・・・安商連＆中商連
・・・・・・・砺波市観光協会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スマイルラビッツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳生伸也ライヴ2018

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ミルキーピーチ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安祥太鼓

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ・Ｐ・Ｇ by R.O.S
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・CANO
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・INOVASI×安城学園高校ダンス部

・・・・・・・・・・・・角谷広太
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安城学園ダンス部 OG

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・hiro

生演奏
ボーカル、ピアノ演奏
グランパス×商店街×AWウィングスコラボステージ
こいっぴ&ぷくっち対面式・抽選会
チアダンス
歌
キッズダンス、チア
太鼓演奏
HIPHOP、チア
歌
ダンス
カラオケ世界大会日本代表ステージ
ダンス
歌

◆

安城駅前ステージ33

【碧信本店駐車場】

【碧信本店前】

天の川テラスステージ
かき氷、飲料水などの販売、無料休憩所
浴衣の着くずれ直し、授乳、オムツ交換コーナー、親子ふれあいコーナー

10:00～20:00
10:00～21:00
10:00～21:00

10:00～21:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各種団体
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中心市街地拠点施設
「アンフォーレ」広場

有松絞り商品の展示・販売・町並み紹介

へきしん天の川テラス 碧信本店駐車場44

中心市街地拠点施設
「アンフォーレ」広場

願いごとふうせん（受付）
願いごと短冊（受付）
願いごとスクリーン（受付）
短冊ロード＆イルミネーション
吹き流しの森

ミストエリア

安城「イチオシ」グルめぐり

和太鼓
HIPHOP、チア
HIPHOP
キッズダンス
ダンス、体操
HIPHOP
DanSpo ANJOステージ
願いごとふうせん（一斉飛ばし）
大盆踊り大会
「きみに届け。はじまりのうた」ライブ
総踊り

10:00～13:00
10:00～21:00
17:00～21:00
10:00～21:00
10:00～21:00

10:00～21:00

10:00～21:00

10:00～10:30
10:30～11:00
11:00～11:30
11:30～12:00
12:00～12:30
12:30～13:00
13:00～16:00
16:15～16:30
16:30～19:30
19:30～20:30
20:30～21:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安城青年会議所

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・安城青年会議所

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安城青年会議所

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安城商工会議所青年部

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・愛知県立豊丘高等学校　和太鼓部
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ride On Splash

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ダンススタジオ KIRINJI
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・LIKES
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・てらべサニーサイド保育園
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・てらべクリエイティブこども園

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Anjo北斗　等
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・盆踊連隊マツリンジャー
・・・・・・・・緑黄色社会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【願いごと広場内、アンフォーレ北側歩道付近】

【願いごと広場ステージ】

【願いごと広場北側入口付近】

◆
◆

◆

◆
◆
●

●◆

●◆

願いごと広場 アンフォーレ広場11

ＪＡ産直市
ＪＡ特産品コーナー（葉しょうがほか）
ＪＡ特産加工品コーナー
花き観葉展示即売会
ちびっこ食農ゲームコーナー
ふわふわ
農協青年部コーナー
安城梨の無料配布〔先着300個〕

10:00～13:00
10:00～21:00
10:00～21:00
10:00～21:00
10:00～21:00
10:00～21:00
15:00～21:00
17:00～17:30

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆
◆
●

◆

ＪＡあおみっ子広場 JA本店（東側駐車場）66

◆
◆キッズダンス＆歌のステージ（きーぼー村ステージ）
休憩所＆喫煙所（ハイボールもあるよ♡）

11:00～21:00
11:00～21:00

・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【朝日町西交差点北】◆
◆

本通り商店街きーぼー村77

ROCK FRONTIER 2018　ほか各種イベント 12:00～21:00・・・・・・・・・・

壱番会ゾーン 丸八証券前99

●

きーぼー with D（飾り）

国際貢献スポット（アフガニスタン、ミャンマー）＆七夕まちえきライブ！！

お化け屋敷

屋台村

ベンチャーズサウンド

巨大スクリーン映画

10:00～21:00

10:00～21:00

10:00～21:00

10:00～21:00

18:00～20:00

18:00～21:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・御陵一座

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ザ・バーサトーンズＭ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆●
【朝日橋上】

【岡菊苑】

【朝日町西信号前】

【サンアベニュー駐車場内】

【アルファービル駐車場内】

【朝日橋西】

朝日町商店街ゾーン1010

サンライズフリーマーケット

アコースティックライブ　等

10:00～21:00

15:00～20:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【日の出町七夕通り】

【サンライズステージ】

◆●

日の出町商店街ゾーン1111

七夕市民飾り

麦茶振る舞い

子ども縁日(ゲームコーナー)
大道芸

10:00～21:00

13:00～18:00

16:00～20:00
17:00～21:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【市役所前花ノ木通り】

【花ノ木公民館前】

【花ノ木広場】

◆ 花ノ木テント村1212

12:20～12:50
17:45～19:10
19:20～19:50
20:00～21:00

音楽パレード
踊り・Anjo北斗
創作太鼓
沖縄エイサー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安城中部小学校パレード
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ａｎｊｏ北斗 ほか

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安祥太鼓
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・海風エイサー ほか

【スーパーホテル安城駅前北明治特設ステージ】
◆
北明治商店街ゾーン1313

【七夕神社】

【七夕神社参道 】

願いごとキャンドル（受付）
願いごとキャンドル

竹灯籠

13:00～19:00
19:00～21:00

19:00～21:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●◆

●◆

安城七夕神社1414

昭和のゲーム ほか 10:00～21:00・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◆●

みゆきワイワイ広場 アンフォーレ西55

安城七夕神社

　今年は、第65回目のまつりにちなみ、6,500個の風船を空へ
と飛ばします。

日程／受付：3日金10:00～21:00
　　　　　  4日土10:00～13:00
　　　一斉飛ばし：4日土16:15～16:30
会場／受付・一斉飛ばし：願いごと広場

Eventdata

ふうせんに願いをのせて一緒に飛ばそう！
願いごとふうせん願いごとふうせん

※空気や雨によって分解される、環境にやさしい風船を使用しています。

見
どころ

見
どころ

　安城七夕神社は、“安城七夕まつりの心のよりどころ”
として、三重県の椿大神社の配慮を賜り昭和35年に建
立されました。正式名称を「七夕神社」と名乗るのは全
国でもここだけ。また、まつりの公式キャラクター・きー
ぼーが住む「七夕まつりの聖地」であり、オリジナルの願
いごと短冊や、デザインを一新したきーぼーのお守りなど
も用意。今年は、安城七夕神社の御朱印も初お目見え
（初穂料300円）。さらに人力車がJR安城駅～安城七
夕神社間を運行します（500円/回）。

全国でもここだけ
七夕まつりと願いごとの「聖地」

　安城七夕まつりで
使用した竹飾りの竹を
使った灯籠が設置さ
れ、辺りを幻想的に照
らします。

竹灯籠（たけとうろう）

日程／4日土・5日日
　　　19:00～21:00
会場／安城七夕神社

Eventdata

　灯りに願いごとを巻きつけて飾る、
願いごとキャンドル。安城七夕神社が
夕闇に包まれる頃、周囲をほのかに
照らすキャンドルは、趣たっぷり。

日程／受付：3日金 13:00～21:00
　　　　　4日土 13:00～19:00
　　　展示：4日土 19:00～21:00
会場／安城七夕神社

Eventdata

ほのかな灯りに願いを託して…
願いごとキャンドル願いごとキャンドル

土日

竹灯籠

七夕神社短冊祈願奉告祭

19:00～21:00

19:30～20:20

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【七夕神社参道 】

【七夕神社】

安城七夕神社1414

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高棚まつり保存会

・・・立正佼成会 安城教会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・コメット

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・西三河阿波踊り研究会若鯱連

高棚太鼓

立正佼成会　安城七夕平和行進

ＳＭＩＬＹ

安城学園高等学校吹奏楽部パレード

阿波おどり

10:00～16:30

12:30～13:30

14:30～15:15

15:30～16:45

17:00～21:00

◆

● （御幸本町西～安城駅前～金魚屋前交差点～碧信前～花ノ木）

（安城駅前～末広）

（JA前～安城駅前～末広）

（JA前～安城駅前～末広）

（JA前～御幸本町西～福福屋前～碧信前～花ノ木）

パレード

各種会場
七夕アリーナ

スタンプラリー　～７つの笑顔スタンプを探せ！～

“家族の笑顔”ステーション

安城七夕まつり共催　全三河ソフトテニス大会

安城七夕まつり協賛アーチェリー大会

献血活動及び街頭募金
骨髄バンクドナー登録会

献眼・献腎街頭募金

安城七夕まつり協賛盆栽展示会

安城七夕まつり協賛茶会

10:00～21:00

10:00～18:00

10:00～20:00

8:00～17:00

8:45～13:00

9:00～16:00
10:00～15:30

12:00～14:00

9:00～20:00

13:00～16:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安城市ソフトテニス連盟

安城市アーチェリー協会

・・・・・・・・・・・・・・・・安城南ライオンズクラブ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・衣浦東部保健所

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安城南ライオンズクラブ

・・・・安城盆栽会（日盆安城支部）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安城茶友会

【駅西平面駐車場・三菱UFJ銀行駐車場】

【アンフォーレ等会場一帯】

【ingハウスここから】

【安城市総合運動公園テニスコート】

【安城市体育館弓道場】

【アンフォーレ東】

【安城駅前】

【西信安城支店２階】

【安城市民会館３階大会議室】

各種会場

【エントランス】

【アンフォーレ室内ステージ】
地域交流物産展

安城七夕まつり公式Ｔシャツデザインコンテスト表彰式
第２１回安城七夕まつり中日絵画コンクール表彰式
フラダンス
ブラジル伝統武芸
チアダンス
市民参加型ミュージカル「安城七夕物語」
ご当地アイドル・キャラクターフェスティバル

10:00～21:00

10:00～10:30
10:30～12:00
12:00～12:30
12:30～13:00
13:00～13:30
14:45～16:00
17:00～20:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・フラ　オ　ホアロハ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ABADA CAPOEIRA
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・さくらCheers

・・・・グランチャプロジェクト
・・・・・・・・・・・・・

◆
◆

●

●

中心市街地拠点施設
「アンフォーレ」広場アンフォーレ本館22

10:00～10:30
10:30～11:00
11:00～11:30
11:30～12:00
12:00～12:30
12:30～13:00
13:00～13:30
13:30～14:00
14:00～14:30
14:30～15:00
15:00～15:30
16:30～17:00
17:00～17:30
17:30～18:00
18:00～18:30
18:30～19:00
19:00～19:30
19:30～20:00
20:00～21:00

中心市街地拠点施設
「アンフォーレ」広場

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三州輪っ鼓
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・キッズダンスroute22

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・あおみくらぶ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・JETS ダンススクール

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・立正佼成会　安城教会
・・・・・・・・・・・・張成兵太極拳　安城教室

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・竹友会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・クラブ・リベルタ・名古屋

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・G-Hapi
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・BT Studio & Danstar

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ワイズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Dance Studio TEN

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Aseven
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Emotion Rise
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Cho Chocowa

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・チームKINO
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Nishion
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・みなみ大好き♡

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

和太鼓
HIPHOP
ダンス
ダンス
笛・鉦・太鼓
張成兵武術隊・太極拳
和太鼓
マリネラダンス
キッズダンス
ストリートダンス
ダンス
HIPHOP、チア
キッズダンス
チアダンス
HIPHOP
ダンス
ダンス
ダンス
ステージフィナーレ

安城駅前ステージ33

中心市街地拠点施設
「アンフォーレ」広場

願いごと短冊（受付）
願いごとスクリーン（受付）
短冊ロード＆イルミネーション
吹き流しの森

ミストエリア

安城「イチオシ」グルめぐり

チアダンス
キッズダンス
キッズダンス
和太鼓
ダンス
キッズダンス
バトントワリング
HIPHOP
キッズチアダンス
看板娘から安城市のお知らせ
きーぼーとゆかいな仲間たち
飾り付けコンクール表彰式
大盆踊り大会
グランドフィナーレ・閉幕セレモニー

10:00～21:00
17:00～21:00
10:00～21:00
10:00～21:00

10:00～21:00

10:00～21:00

10:00～10:30
10:30～11:00
11:00～11:30
11:30～12:00
12:00～12:30
12:30～13:00
13:00～13:30
13:30～14:00
14:00～14:30
14:30～15:00
15:00～15:30
16:00～16:30
16:30～20:30
20:30～21:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安城青年会議所
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・安城青年会議所

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安城青年会議所

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安城商工会議所青年部

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・クリスタル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・シャイニング
・・・・・・・・・・・・・・・・・Kid's dance club GROW-UP

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・梵迦
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Cat's & Bear

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・komaki crew
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・バトンスタジオコメット

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Mari's Studio
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スイート

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・盆踊連隊マツリンジャー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【願いごと広場内、アンフォーレ北側歩道付近】

【願いごと広場ステージ】

【願いごと広場北側入口付近】

◆
◆

◆

◆
◆
●

●
◆
●◆
●◆

願いごと広場 アンフォーレ広場11

ＪＡ産直市
ＪＡ特産品コーナー（梨ほか）
ＪＡ特産加工品コーナー
花き観葉展示即売会
ちびっこ食農ゲームコーナー
ふわふわ

10:00～13:00
10:00～20:00
10:00～21:00
10:00～21:00
10:00～21:00
10:00～21:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆
◆
●

ＪＡあおみっ子広場 JA本店（東側駐車場）66

本通り＆セントラル共同企画ゾーン
アトラクションパーク 11:00～21:00・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【JR安城駅バス停前】◆●

88

ROCK FRONTIER 2018　ほか各種イベント 12:00～21:00・・・・・・・・・

壱番会ゾーン 丸八証券前99

●

きーぼー with D（飾り）

国際貢献スポット（アフガニスタン、ミャンマー）＆七夕まちえきライブ！！

お化け屋敷

屋台村

ベンチャーズサウンド

巨大スクリーン映画

10:00～21:00

10:00～21:00

10:00～21:00

10:00～21:00

18:00～20:00

18:00～21:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・御陵一座

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ザ・バーサトーンズＭ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆●
【朝日橋上】

【岡菊苑】

【朝日町西信号前】

【サンアベニュー駐車場内】

【アルファービル駐車場内】

【朝日橋西】

朝日町商店街ゾーン1010

サンライズフリーマーケット

アコースティックライブ　等

10:00～21:00

15:00～20:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【日の出町七夕通り】

【サンライズステージ】

◆●

日の出町商店街ゾーン1111

七夕市民飾り

麦茶振る舞い

子ども縁日(ゲームコーナー)
大道芸

10:00～21:00

13:00～18:00

16:00～20:00
17:00～20:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【市役所前花ノ木通り】

【花ノ木公民館前】

【花ノ木広場】

◆

花ノ木テント村1212

琴の演奏
アメリカンエアロビクス　ＺＵＭＢＡフィットネスエアロビクス
安城七夕親善大使表敬
七夕スペシャルコンサート 金管アンサンブル

17:00～17:50
18:00～18:50
19:00～19:40
19:45～21:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鈴木会
神谷加菜子

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ジブラブラスアンサンブル

【スーパーホテル安城駅前北明治特設ステージ】
◆

◆

北明治商店街ゾーン1313

昭和のゲーム ほか 10:00～20:30・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◆●

みゆきワイワイ広場 アンフォーレ西55

【碧信本店駐車場】
天の川テラスステージ
かき氷、飲料水などの販売、無料休憩所
浴衣の着くずれ直し、授乳、オムツ交換コーナー、親子ふれあいコーナー

10：00～20：00
10:00～21:00
10:00～21:00

10:00～21:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各種団体
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中心市街地拠点施設
「アンフォーレ」広場へきしん天の川テラス 碧信本店駐車場44

【碧信本店前】
有松絞り商品の展示・販売・町並み紹介

本通り商店街きーぼー村77

吹奏楽コンサート 17:30～18:30・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安城市民吹奏楽団

キッズダンス＆歌のステージ（きーぼー村ステージ）
休憩所＆喫煙所（ハイボールもあるよ♡）

11:00～21:00
11:00～21:00

・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【朝日町西交差点北】

【丸八証券前】

★各会場の番号は4ページの会場案内図のマップ番号に対応しています。
★イベントスケジュールは都合により、変更する場合があります。
★「◆」は安城七夕親善大使の表敬訪問または参加を予定しています。
（その他各会場にも参加予定）
★「●」は安城七夕まつり公式キャラクター「きーぼー」が登場予定で
す。（その他各会場にも登場予定）

★各会場の番号は4ページの会場案内図のマップ番号に対応しています。
★イベントスケジュールは都合により、変更する場合があります。
★「◆」は安城七夕親善大使の表敬訪問または参加を予定しています。
（その他各会場にも参加予定）
★「●」は安城七夕まつり公式キャラクター「きーぼー」が登場予定で
す。（その他各会場にも登場予定）
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幼稚園・小学校のパレードを中止とします
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