
蒲郡市産業振興部観光まちづくり課

・蒲郡駅南駅前広場
・生命の海科学館エリア
・みなとオアシスがまごおり

・竹島ふ頭
・蒲郡市民会館
・ボートレース蒲郡

主催/蒲郡まつり実行委員会　後援/中日新聞社・東海日日新聞社・東愛知新聞社
　　 ※この事業は、ボートレース蒲郡の協力を受けております。

※荒天時は翌日順延30土 31日

7/7/

蒲郡市産業振興部観光まちづくり課



14:0010:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

タイムテーブルタイムテーブル

蒲郡まつりは土曜日からスタートします !!
今年はeスポーツ大会やおなじみのステージ
イベント、よさこいなど企画が盛りだくさんです！

ぜひ、１日目の「 」からご参加
ください。

各イベント内容の詳細は、P4～P12でご確認ください。　※悪天候及び諸事情によりイベント内容が変更になる可能性があります。

14：30 開会宣言

みなとオアシス蒲郡
メイン会場

オープニング

7/307/30 土

7/30 土

海と日本プロジェクト2022
海・みなと・蒲郡

ニュースポーツフェスティバル

フォークソング＆歌謡曲の夕べ
in 蒲郡まつり 

オープニング

生命の海科学館会場

みなとオアシスがまごおり
メイン会場

竹島ふ頭会場

ボートレース蒲郡会場

市民会館会場

蒲郡駅南会場

生命の海科学館
夏まつり

FM豊橋 公開生放送 14:00～17:00

eスポーツ大会、大道芸、縁日

飲食・物販ブース

よさこい、ステージイベント

市民パフォーマンスイベント、スナコンサマーコンサート

海上自衛隊輸送艇2号  停泊

14:45
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14:45

港町3番蒲郡駅南栄町

郵便局前市民会館東

JR東海蒲郡駅
名鉄蒲郡駅

郵便局

ア
ピ
タ
蒲
郡
店

蒲郡商工会議所

本部 FM豊橋

ステージ

郵便局前

会場マップ会場マップ会場マップ7/277/30 土

※悪天候及び諸事情によりイベント内容が変更になる可能性があります。

交通規制 ◆ 県道蒲郡港線（郵便局前の信号からみなと入口までの道路）は、14：00～21：00まで車両の通行を規制いたします。
◆ 駐車場は、蒲郡市民会館・竹島ベイパークをご利用ください。

市民パフォーマンスイベント
飲食・物販ブース

スナコンサマーコンサート等

市民パフォーマンスイベント
飲食・物販ブース

スナコンサマーコンサート等

生命の海科学館会場生命の海科学館会場

みなとオアシス
がまごおり
メイン会場

みなとオアシス
がまごおり
メイン会場

市民会館会場市民会館会場

生命の海科学館
夏まつり

生命の海科学館
夏まつり

フォークソング＆歌謡曲の夕べ
in蒲郡まつり

フォークソング＆歌謡曲の夕べ
in蒲郡まつり

ニュースポーツフェスティバル

eスポーツ大会予選eスポーツ大会予選

eスポーツ大会決勝
ときサタステージ

大道芸
ドローン体験
DIY体験

eスポーツ大会決勝
ときサタステージ

大道芸
ドローン体験
DIY体験

蒲郡駅南会場蒲郡駅南会場

JR東
海三河

塩津駅

名鉄 蒲
郡競艇

場前駅

ボートレース
蒲郡会場
ボートレース
蒲郡会場

海と日本プロジェクト2019
海・みなと・蒲郡

海と日本プロジェクト2022
海・みなと・蒲郡

竹島ふ頭会場竹島ふ頭会場

海上自衛隊 輸送艇2号  停泊

3



7/277/30 土

※悪天候及び諸事情によりイベント内容が変更になる可能性があります。

木工教室
大人から子供まで楽しめるお箸づくり体験

木工教室
大人から子供まで楽しめるお箸づくり体験

ドローンキャッチャー
受付 14:30～20:0014:30～18:00

無垢の木でお箸づくり！鉋（カンナ）で木を削って自分好みに
オリジナルのお箸をつくります。
　大工職人が一人一人に大工道具
の使い方、姿勢などをお伝えし全
力でサポートさせていただきます。
もちろんお子様や木工初心者の方

も大歓迎☆出来上がったお箸は是非
思い出としてお持ち帰りください。

みなとオアシスがまごおりメイン会場みなとオアシスがまごおりメイン会場みなとオアシスがまごおりメイン会場

小さなお子様から楽しめる

大縁日
しゃてき ストラックアウト
わなげ スーパーボールすくい
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も大歓迎☆出来上がったお箸は是非
思い出としてお持ち帰りください。

みなとオアシスがまごおりメイン会場みなとオアシスがまごおりメイン会場みなとオアシスがまごおりメイン会場

小さなお子様から楽しめる

大縁日
しゃてき ストラックアウト
わなげ スーパーボールすくい

16:00～20:30

会場で撮った思い出の写真をSNSにたくさん投稿してね。
ハッシュタグ　♯ときサタ　♯蒲郡まつり
会場で撮った思い出の写真をSNSにたくさん投稿してね。
ハッシュタグ　♯ときサタ　♯蒲郡まつりステージ内容

内容：キッズ大道芸、
　　　キッズダンス (WGstudio)  等
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随時開始予定

快斗快斗
ビートビート

ココロココロ

バロンバロン

大道芸パフォーマンスショー＆ピエログリーティング大道芸パフォーマンスショー＆ピエログリーティング

蒲郡ジャグリング教室のキッズパフォーマーによる発表

ブンブクブンブク

場所：みなとオアシス蒲郡メイン会場
夕刻

航空自衛隊の輸送機が蒲郡の上空に！
　　　　　　　　 みんなで見よう！
航空自衛隊の輸送機が蒲郡の上空に！
　　　　　　　　 みんなで見よう！
航空自衛隊の輸送機が蒲郡の上空に！
　　　　　　　　 みんなで見よう！

Ⓒ海上自衛隊

Ⓒ海上自衛隊

※航空機の写真はイメージです。
写真提供：航空自衛隊

海上自衛隊輸送艇２号 寄港海上自衛隊輸送艇２号 寄港海上自衛隊輸送艇２号 寄港

出演タイム
テーブルは
こちら▶
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「どまつり受賞チームや、地元三河で活躍するチームが集結 !
　　　　　　　　　　　　　蒲郡まつりで躍動する踊り子の熱気を体感下さい!」

※悪天候及び諸事情によりイベント内容が変更になる可能性があります。

 とき
サタ

 名物
の とき
サタ

 名物
の とき
サタ

 名物
の

7/277/30 土 竹島ふ島会場竹島ふ島会場竹島ふ島会場

ときサタ よさこい 14:45～17:15

市民会館会場市民会館会場

蒲郡商工会議所

SNAGゴルフ

15:00～17:30　
会場内本部にて、
スタンプラリー台紙を配布
18:00
終了予定

誰でも手軽にできる
マイナースポーツの
総称です。

ニュースポーツとは…

● 無料
●どなたでも
●３ヶ所体験で景品あり！

主催 蒲郡市教育委員会スポーツ推進課 蒲郡市スポーツ推進委員会

1 2 3
4 5
8 9
6

お手軽スポーツ
の祭典

お手軽スポーツ
の祭典 ニュースポーツ フェスティバル

モルック

ストライク9

みなとオアシスメイン会場

6



「どまつり受賞チームや、地元三河で活躍するチームが集結 !
　　　　　　　　　　　　　蒲郡まつりで躍動する踊り子の熱気を体感下さい!」

※悪天候及び諸事情によりイベント内容が変更になる可能性があります。

 とき
サタ

 名物
の とき
サタ

 名物
の とき
サタ

 名物
の

7/277/30 土 竹島ふ島会場竹島ふ島会場竹島ふ島会場

ときサタ よさこい 14:45～17:15

市民会館会場市民会館会場

蒲郡商工会議所

SNAGゴルフ

15:00～17:30　
会場内本部にて、
スタンプラリー台紙を配布
18:00
終了予定

誰でも手軽にできる
マイナースポーツの
総称です。

ニュースポーツとは…

● 無料
●どなたでも
●３ヶ所体験で景品あり！

主催 蒲郡市教育委員会スポーツ推進課 蒲郡市スポーツ推進委員会

1 2 3
4 5
8 9
6

お手軽スポーツ
の祭典

お手軽スポーツ
の祭典 ニュースポーツ フェスティバル

モルック

ストライク9

みなとオアシスメイン会場

海と日本プロジェクト 2022

海・みなと・蒲郡
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開催時間　10:00～16:00

※他にもイベントがございます。

※悪天候及び諸事情によりイベント内容が変更になる可能性があります。

生命の海科学館生命の海科学館生命の海科学館7/30 土

ボートレース蒲郡ボートレース蒲郡ボートレース蒲郡7/30 土
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着付けをお手伝いします。
※要申し込み
（先着60名・7月28日㈭まで）
着付専科「はな」
伊藤わかよ（☎69-9085）へ。

蒲郡市民会館　中ホール

市民会館 茶室（1F）

14:30～20:30市民会館 高床広場

料金：500円

※悪天候及び諸事情によりイベント内容が変更になる可能性があります。

7/277/30 土 ふれあいまつりふれあいまつりふれあいまつり

浴衣着付け浴衣着付け専門家による専門家による

飲食・物販ブース

スナコン　サマーコンサート
～レッツ　カリビアン～

スナコン　サマーコンサート
～レッツ　カリビアン～市民会館高床広場 特設ステージ

※応募状況等により、
　時間帯・内容は変更になる場合があります。

市民パフォーマンスイベント

タイムスケジュールは
下記QRコードを

チェック !!

タイムスケジュールは
下記QRコードを

チェック !!

受付
13：30～
市民会館
事務所前

市民会館 高床広場 特設ステージ

参加無料‼
参加賞あり‼

第15
回

それぞれ上位３名に景品
の３部門子ども 一 般 シニア

ゆかた誰でもファッションショーゆかた誰でもファッションショー

※要申し込み（7月28日㈭まで）着

14:30～17:00
18：30開場 19：00開演

17:00～18:0013:30～16:00

夏らしい軽快な音色が魅力の楽器
「スティールパン」のコンサート。
カリビアンのリズムをたっぷりと
お楽しみください！！
・出演・
pansonido(パンソニード）

市民会館 高床広場 特設ステージ

和太鼓　響 （和太鼓演奏）和太鼓　響 （和太鼓演奏）
19:30～20:30

太鼓の音で、皆さんに、元気と笑顔を
お届けします。
演奏の時間には、太鼓体験もあります。
ぜひ、太鼓を楽しんでみませんか？

主催：ピーアンドピーグループ

スナコン
蒲郡市民会館
マスコットキャラクター
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お届けします。
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ぜひ、太鼓を楽しんでみませんか？

主催：ピーアンドピーグループ

スナコン
蒲郡市民会館
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14:30～17:00

※悪天候及び諸事情によりイベント内容が変更になる可能性があります。

命を守る防災展命を守る防災展

消防コーナー消防コーナー

消防車両展示

消防車と記念撮影

献血にご協力を
おねがいします！

バスコーナーバスコーナー

サバイバルメシタキコーナー 献血車コーナー献血車コーナー

交通安全コーナー交通安全コーナー

名鉄バスの
　　乗車体験ができます！
名鉄バスの
　　乗車体験ができます！

市民会館　南駐車場エリア

サバイバルメシタキコーナー 参加無料‼

※随時開催

・35ｍ級
　はしご車
・タンク車他

◀災害出動時、車両変更の場合あり

カラオケグランプリ
ファイナル
場所　市民会館 大ホール 
時間　開演 10：00～（開場 9：30～）

カラオケグランプリ
ファイナル

カラオケグランプリ
ファイナル

7/307/30 土

蒲郡市観光大使
しがせいこ
蒲郡市観光大使
しがせいこ

スペシャル
ゲスト

スペシャル
ゲスト

カラオケグランプリカラオケグランプリ

14:30～17:00

14:30～17:00

14:30～17:00

12:30～16:30

14:30～17:00

建築物耐震相談

●中部電力による

停電対策停電対策

防火啓発活動防火啓発活動

火災報知器と消火器火災報知器と消火器

●災害ボランティアネットがまごおりによる

防災クイズ防災クイズ

ストローを使って簡単な家の
模型を作り、家を強くするため
の勉強をしてみましょう！

●（公社）愛知建築士会蒲郡支部による

ストロー建築士ストロー建築士
●防災塾
～知ってて蒲郡～による

家具固定啓発活動家具固定啓発活動

パトカーの
乗車体験ができます！

体験イベントコーナー !!体験イベントコーナー !!

市民会館 大会議室 (1F)

第40回
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子育てコンシェルジュによる
相談コーナー！
お気軽にご相談ください。

市民会館 中会議室（１Ｆ）

※悪天候及び諸事情によりイベント内容が変更になる可能性があります。

7/277/30 土 ふれあいまつりふれあいまつりふれあいまつり

子育て相談子育て相談SDGs を学ぼうSDGs を学ぼう

市民会館 東ロビー

いいじゃんがまごおり
（蒲郡市PRコーナー）

いいじゃんがまごおり
（蒲郡市PRコーナー）

14:30～20:3014:30～17:00

巨大迷路出現！！わくわく親子ルーム
14:30～17:30市民会館ピロティー

蒲郡東高校蒲郡東高校
放送広報部

ボランティア&ボランティア部

市民会館会場の
アナウンスを
お手伝いします!!

運営の
お手伝いをします!!

愛知工科大学
蒲郡高校
愛知工科大学
蒲郡高校

大学生・高校生連携イベント大学生・高校生連携イベント

蒲郡まつり記念写真コーナーを
ご用意しました！
撮った写真を
#いいじゃんがまごおり
で発信しよう！
蒲郡の暮らし情報・空き家物件
情報の展示も行っています。

公式インスタグラム
e.jan_gamagori

フォークソング &歌謡曲の夕べフォークソング &歌謡曲の夕べ

市民会館 中会議室（1F）

がまごおりじなるＳＤＧｓすごろくを作ってみよう
自分でできるＳＤＧｓ、サーキュラーシティの取り組み
を考えてみよう

アマチュアグループによる懐
かしいフォークソング、歌謡曲
のライブです。
あの頃を思い出して楽しい
ひとときを過ごしましょう。

人権啓発コーナー人権啓発コーナー
蒲郡駅南駅前広場 14:30～20:00 市民会館東ロビー 14:30～17:00

人権啓発ポスター展示
啓発物品の配布を行います！

『REGO』
にしがま線に関する調査結果を
ポスター等で発表します。
また、皆さんのにしがま線沿線地
域のおすすめスポットを掲載でき
るにしがマップを作成中です！
おすすめスポット教えてください！

7/30（土）
フェニックス
公式 LINE は
こちらから

LINE登録で
シュートチャレンジ 1回無料！

10



見 つ め よ う 暮 ら し と 健 康見 つ め よ う 暮 ら し と 健 康

1 4

52

3

主催／蒲郡市消費生活展実行委員会(蒲郡市生活学校)

アンケートの
実施と結果報告

手作りコーナー

健康がまごおり21
実践隊

手織り体験
コーナー

消費者問題啓発
コーナー

アンケートの
実施と結果報告

前回のアンケート結果を報告し
ます。今年のアンケートにご協力
いただいた200名様に蒲郡市指
定ごみ袋をプレゼント。

手作りコーナー
三河木綿をつかった
小物作りに参加でき
ます。

健康がまごおり21
実践隊

手織り体験
コーナー
織機を使ったコースター作りが
体験できます。20分から30分
程度で出来上がります。

消費者問題啓発
コーナー
困ったときは すぐ相談！

と　き/7月30日日
 　　　PM1:00～PM5:00  

ところ/蒲郡市民会館
パブリックロビー

と　き/7月30日土
 　　　PM1:00～PM5:00  

蒲郡市産業政策課　TEL 0533-66-1119

～東三河消費生活蒲郡センター～

～ 健康長寿をめざして ～～ 健康長寿をめざして ～

（健康推進課）

ところ/蒲郡市民会館
パブリックロビー

写真：食事チェック

☆フードモデルであなたの食事チェック
　　　　　　　 ＆食生活アドバイス
☆健診アンケート、健康相談　等

～楽しく健康づくりチェック！～

子育てコンシェルジュによる
相談コーナー！
お気軽にご相談ください。

市民会館 中会議室（１Ｆ）

※悪天候及び諸事情によりイベント内容が変更になる可能性があります。

7/277/30 土 ふれあいまつりふれあいまつりふれあいまつり

子育て相談子育て相談SDGs を学ぼうSDGs を学ぼう

市民会館 東ロビー

いいじゃんがまごおり
（蒲郡市PRコーナー）

いいじゃんがまごおり
（蒲郡市PRコーナー）

14:30～20:3014:30～17:00

巨大迷路出現！！わくわく親子ルーム
14:30～17:30市民会館ピロティー

蒲郡東高校蒲郡東高校
放送広報部

ボランティア&ボランティア部

市民会館会場の
アナウンスを
お手伝いします!!

運営の
お手伝いをします!!

愛知工科大学
蒲郡高校
愛知工科大学
蒲郡高校

大学生・高校生連携イベント大学生・高校生連携イベント

蒲郡まつり記念写真コーナーを
ご用意しました！
撮った写真を
#いいじゃんがまごおり
で発信しよう！
蒲郡の暮らし情報・空き家物件
情報の展示も行っています。

公式インスタグラム
e.jan_gamagori

フォークソング &歌謡曲の夕べフォークソング &歌謡曲の夕べ

市民会館 中会議室（1F）

がまごおりじなるＳＤＧｓすごろくを作ってみよう
自分でできるＳＤＧｓ、サーキュラーシティの取り組み
を考えてみよう

アマチュアグループによる懐
かしいフォークソング、歌謡曲
のライブです。
あの頃を思い出して楽しい
ひとときを過ごしましょう。

人権啓発コーナー人権啓発コーナー
蒲郡駅南駅前広場 14:30～20:00 市民会館東ロビー 14:30～17:00

人権啓発ポスター展示
啓発物品の配布を行います！

『REGO』
にしがま線に関する調査結果を
ポスター等で発表します。
また、皆さんのにしがま線沿線地
域のおすすめスポットを掲載でき
るにしがマップを作成中です！
おすすめスポット教えてください！

7/30（土）
フェニックス
公式 LINE は
こちらから

LINE登録で
シュートチャレンジ 1回無料！

11



2022
第 40 回  蒲郡まつり

生命の海科学館山中敦子館長による化石発掘体験
客席参加・家族参加の発掘現場シーン、
恐竜 10 頭いえるかな動画もあるよ

ヤマトサウルス・イザナギイ
の記憶

～ワークショップミュージカル～
〈作・演出 ◉ 本多　公子〉

この指とまれの会
創作ミュージカル第 31 作

2022年7月30日 土 開場 ◉ 13:30 / 開演 ◉ 14:00

蒲郡市民会館中ホール
入場無料　※駐車場に限りがあります。お早めにお越しください。

●公演当日撮影されたものは、蒲郡まつりホームページで放映されることがあります。

お問合せ先
この指とまれの会　konoyubi.tomare.kai.2022@gmail.com

蒲郡まつり実行委員会　事務局　蒲郡市　観光まちづくり課（0533）66-112012



2022年 第40回 蒲郡まつり写真コンテスト2022年 第40回 蒲郡まつり写真コンテスト2022年 第40回 蒲郡まつり写真コンテスト

蒲郡まつりの諸行事自由撮影

ようこそ 蒲郡まつりへようこそ 蒲郡まつりへようこそ 蒲郡まつりへ
　『２０２２第４０回蒲郡まつり』が、多くの市民の皆様と各団体様のご参加・ご協力により開催
できますことを、心から感謝申し上げます。
　今年の蒲郡まつりのテーマは「豪夏絢爛」（ごうかけんらん）。３年ぶりの夏開催、そして盛りだく
さんのイベントで、市民の皆様や観光客の皆様から大変楽しみにされている蒲郡市最大のイベン
トでございます。
　初日の３０日（土）は、竹島ふ頭を中心に「蒲郡ときめきサタデー」を開催いたします。主なものと
して、よさこいやｅスポーツ大会、ステージイベントや縁日ブース等が予定されております。また、
市民会館でも、恒例となっているカラオケグランプリ、創作ミュージカルの公演や様々な体験イベ
ントなど、幅広い世代の方が楽しむことができるイベントとなっております。
　そして３１日（日）には、蒲郡まつりのフィナーレとして、納涼花火大会を開催し、迫力ある花火
大会を皆様にお届けいたします。
　蒲郡の花火大会最大の目玉は正三尺玉。直径６５０ｍにもなる大迫力の花火が海上から３発打
ち上がります。
　他にも１００発を越える１０号玉花火、西浦小学校６年生の児童が考えた大スターマイン等、約
５,０００発の花火を打ち上げ、「海のまち蒲郡」ならではの花火大会を存分にお楽しみいただけれ
ば幸いでございます。
　なお、ご来場の皆様には、コロナ禍でございますので、感染防止対策にご協力いただきますよう
お願い申し上げます。
　最後になりますが、今年も市内外の企業・団体・個人の方々から多くのご協賛をいただきまして、
厚くお礼申し上げます。そして、多くの市民、観光客の皆様にとりまして、この蒲郡まつりが夏の素
晴らしい思い出となることを祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。

蒲郡まつり実行委員会
名誉会長
蒲郡市長

鈴 木 寿 明

蒲郡まつり実行委員会
会長
蒲郡市総代連合会長

細 井 政 雄

　蒲郡まつりは、今年で節目となる第４０回目の年を迎えることができました。
　毎年、市民の皆様、観光客の皆様が、大変楽しみにしているイベントです。
　新型コロナウイルスの影響を受け、一昨年は全イベントの中止。昨年も無観客を前提とした市内
１５ヶ所からの一斉打上げというかたちで開催方法が変更となりましたが、今年は３年ぶりの通
常開催に向け、準備を進めております。
　土曜日の催事「蒲郡ときめきサタデー」では、竹島ふ頭でよさこいやeスポーツ大会、大道芸やス
テージイベント等を開催し、市民会館でもカラオケ大会や創作ミュージカルを開催します。さらに
生命の海科学館やボートレース蒲郡も会場とし、盛りだくさんのイベントを用意しております。
　日曜日についても、フィナーレとなる納涼花火大会に向け、準備を進めております。
今年のテーマである「豪夏絢爛」（ごうかけんらん）にならい、３発の正三尺玉をはじめとした豪華
で大迫力な花火で蒲郡市の魅力を全国へ発信できたら幸いです。
是非、市民のみならず、市外からも多くのお客様にお越しいただき、他地域にない「観光交流立
市　がまごおり」「海のまち　がまごおり」の魅力を感じていただきたいと思います。
　まだまだ新型コロナウイルスに関しては、予断を許す状況ではございませんが、来場される皆様
が安心して楽しんでいただくよう、実行委員会一同感染対策をとって実施いたします。蒲郡まつり
が、これからも市民及び観光客参加型の楽しいお祭りとして、継続していけるよう今後とも皆様の
ご理解とご協力をお願いいたします。
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