
　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 ～5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

★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！～

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

1

安城七夕まつり
公式サイト
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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


