
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！～

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

　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 10:00～21:00
　　　　　  4日 10:00～13:00
　　　一斉飛ばし：4日 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

※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。

　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  13:00～21:00
　　　　　4日  13:00～19:00
　　　展示：4日  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

★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）

2

幼稚園・小学校のパレードを中止とします


