
各会場の内容・開催時間等は「予定」です。 

平成 29 年６月５日（月） 

午前 11 時～  
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各会場の内容・開催時間等は「予定」です。 

 

 

 

 

 

＜平成２９年度のポイント＞ 

①まつり会場の拡大 ②市内民間企業の協力 ③市民参加型企画の促進 

 

これまでの岡崎城下家康公夏まつりは、岡崎公園・康生地区を中心に開催してまい

りましたが、今年度はより多くの、幅広い世代の市民の皆様にお楽しみいただくた

め開催エリアを拡大し、サテライト会場として各地域の特色を存分に活かしたまつ

りを開催します。また、従来にない市内民間企業にご協力をいただき、楽しいイベ

ントを開催するとともに、市民の皆様との交流を図ってまいります。 

 

◆主 催 岡崎城下家康公夏まつり実行委員会 

◆後 援 岡崎市／岡崎市観光協会／岡崎商工会議所 

◆開催日程と会場 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆協力企業・団体（順不同） 

 岡崎信用金庫／三菱自動車工業岡崎製作所／アイシン・エィ・ダブリュ 

 第一生命岡崎支社／高木製作所／大垣共立銀行岡崎支店／カクキュー八丁味噌 

 イオンモール岡崎／中日本エクシス／ぬかた観光地化推進協議会 

日本珠算連盟岡崎協議会 ほか        （※平成 29 年６月５日現在） 

 

●メイン会場 

 ８月３日（木） 

  ・岡崎公園多目的広場 

  ・岡崎城天守閣前 

 ８月４日（金） 

  ・岡崎公園多目的広場 

  ・岡崎城天守閣前 

  ・籠田公園、伝馬通 

 ８月５日（土） 

  ・乙川河川敷 

   ※第 69回花火大会 

●サテライト会場 

 ７月 30日（日）額田地区 ※新規 

岡崎市こども自然遊びの森わん Park 

額田各所 

 ８月２日（水）イオンモール岡崎 ※新規 

 ８月３日（木）カクキュー八丁味噌 

 ８月６日（日）NEOPASA岡崎 ※新規 

●同時開催企業イベント 

 ７月 29日（土）～８月５日（土） 

   三菱自動車岡崎製作所 PHEV World夏まつり 

 ８月１日（月）～８月６日（日） 

   イオンモール岡崎夏まつり 



各会場の内容・開催時間等は「予定」です。 

メイン会場 

岡崎公園多目的広場（継続） 

◆開催日時 ８月３日（木）、４日（金）17:00～21:00、５日（土）18:50～21:00 

◆主な内容 ①ステージイベント  

タレント、キャラクター、市民団体の出演 

      ②グルメ出店 

        岡崎の食材を使ったメニューを中心に、約 15店舗の出店 

      ③親子で楽しめるあそび体験エリア 

      ④三菱自動車なつかしの車両展示（予定） 

⑤花火大会パブリックビューイング（５日のみ） 

         

  

 

 

 

 

 

岡崎城天守閣前（継続） 

◆開催日時 ８月３日（木）、４日（金）18:30～21:00 

◆主な内容 泰平おどり 

 

籠田公園・伝馬通（継続） 

◆開催日時 ８月４日（金）17:00～21:00 

◆主な内容【籠田公園】 

      ①八丁味噌桶大太鼓展示 ※新規 

      ②ステージイベント 

      ③フードコート  

     【伝馬通】 

      交通規制 康生北交差点～伝馬交差点 17:00～21:00 

           伝馬交差点～伝馬４丁目交差点 17:00～20:30 

      ①八丁味噌桶大太鼓総担ぎ ※新規 

      ②市民参加型パレード（内容検討中） 

      ③長持ち練り込み（５団体参加予定） 

      ④五万石みこし（13団体参加予定） 

 



各会場の内容・開催時間等は「予定」です。 

サテライト会場① 

『夏だ!! ぬかたのわんぱくまつり』 ※新規 

会場：わんＰａｒｋ、額田各地域 

太陽と緑と水のあふれるまち岡崎！ 自然あふれる額田の特色を生かし自然体験や 

額田のいいところを知ってもらおう！ 大人たちにはヒーリングスポットとして、 

子供たちには驚きと発見の場所として自然を思いっきり楽しんでもらえる、親子で楽しむ体験

型の会場です。加えて額田の自然を満喫していただくため、くらがり渓谷や夏山、鳥川、千万

町などで臨場感を味わっていただけるサテライトプログラムも予定しています。 

 

◆開催日時 ７月 30 日（日）10:00～18:00 

◆主な内容  
【わん Park】八丁味噌仕込み桶大太鼓展示、泰平おどり 

額田の素材を使ったものづくりワークショップ、 

泥んこ遊び、音楽ステージ、グルメ など 

 

【額田各地域】※予定 

 

 

 

 

 

千万町 くらがり渓谷 夏山 



各会場の内容・開催時間等は「予定」です。 

サテライト会場② 

『おかざき大夜市』 ※新規 

会場：イオンモール岡崎 

イオンモール岡崎の協力により、屋外駐車場では『市民大おどり会場』及び『おかざき大夜

市』を開催します。ショッピングモール通路では五万石流しおどりを、セントラルコートで

は市民参加企画も開催します。館内テナントも夏まつり期間にあわせ、来店客への特別サー

ビスを実施予定。まさに全館あげての新しい夏まつりを繰り広げます。 

 

◆開催日時 ８月２日（水）11:00～21:00 

◆開催場所 ①屋外駐車場の一部 15:00～21:00 

      ②セントラルコート 11:00～18:30 

      ③ショッピングモール 随時 

 

◆主な内容【屋外駐車場】 

       ①八丁味噌仕込み桶大太鼓の展示 

②ステージイベント～泰平おどり 

       ③グルメ、えんにち、体験ブースなど出店 

       ④びしょ濡れ企画・竹水鉄砲大会 ほか 

       ⑤「第１回おかざき大好き川柳コンテスト」表彰（※別紙） 

     【セントラルコート】 

       ①市民参加型新企画・パチパチそろばんまつり（※別紙） 

       ②ステージイベント 

     【ショッピングモール】 

       市内の子どもたちを中心とした正調岡崎五万石流しおどり 

 

 

 

 

 



各会場の内容・開催時間等は「予定」です。 

＜イオンモール岡崎 屋外駐車場＞ 

 

サテライト会場③ 

『懐かしく、新しい“昭和”で遊ぼう』 

会場：カクキュー八丁味噌 （継続） 

懐かしさの残る風景の中で、お父さんには懐かしく、子どもたちには新鮮な昭和の遊びを楽

しんでみませんか？カクキュー会場の夏まつりも３年目を迎え、定着してきました。岡崎の

歴史が詰まったこの会場で遊べることは、岡崎人としての誇りです。 

 

◆開催日時 ８月３日（木）17:00～21:00 

◆主な内容 ①昭和歌謡中心のステージイベント 

      ②けん玉、めんこ、ベーゴマなど昭和の遊びコーナー 

      ③岡崎の食材を中心としたグルメ 

◆過去の会場の様子 

 



各会場の内容・開催時間等は「予定」です。 

サテライト会場④ 

『まつりフィナーレ、交流の輪を広げよう！』※新規 

会場：ＮＥＯＰＡＳＡ岡崎 

新東名高速道路開通に伴い誕生した岡崎の新しい拠点にて、市内外約 30 団体（予定）のよさ

こいチームによる演舞で夏まつりのフィナーレを盛り上げます。夏まつりのシンボルとして額

田会場から各会場をめぐってきた八丁味噌仕込み桶大太鼓も、新しい岡崎の魅力として市外・

県外の多くの皆さまに触れていただきます。 

 

◆開催日時 ８月６日（日）11:00～18:00 

◆主な内容 ①八丁味噌仕込み桶大太鼓の展示 

②よさこい鳴子踊り 

      ③竹水鉄砲選手権大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



各会場の内容・開催時間等は「予定」です。 

同時開催 『親子で岡崎の星空観察』 

会場：三菱自動車工業岡崎製作所 ＰＨＥＶ Ｗｏｒｌｄ 

2015 年 12 月、岡崎製作所にオープンした「ＰＨＥＶ Ｗｏｒｌｄ」。通常は平日のみの開館

ですが、夏まつり期間中の土日は特別に開放いただきます。プラネタリウムでは、「岡崎で見え

る夏の星空」が上映されます。また、期間中来場いただいたみなさまへのおもてなし企画も検

討しています。 

 

◆開催日程 ７月 29 日（土）～８月５日（土） 

◆問合せ先 三菱自動車工業岡崎製作所 

      電話 31-6317 

 

 

 

同時開催企業イベント 『イオンモール岡崎夏まつり』 

会場：イオンモール岡崎 

◆開催日程 ８月１日（月）～８月６日（日） 

◆主な内容（予定） 

 ①セントラルコートを活用した市民参加イベント 

      ②テナントによるお客さまへのおもてなし企画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



各会場の内容・開催時間等は「予定」です。 

新企画 

◆八丁味噌仕込み桶大太鼓プロジェクト 

今年は、八丁味噌樽で作られた大太鼓を市民の皆様と作成。 

神輿の原点である担ぐと言う共同作業を、五万石神輿の参加団体の皆様が、今年初めて協力し

あい総勢１５０人で総担ぎます。 岡崎だけの固有の物を担ぐ喜びを、来場者の皆様と共に感

動を分かちあいます。  

さらに夏まつりのシンボルとして、わん Park、イオンモール岡崎でも泰平おどりの太鼓とし

てお披露目されます。 

※太鼓台のサイズは、重量 2 トンを超え、担ぎ棒の長さは１２ｍあります。 

国内でも最も大きいと称される。愛媛県新居浜の太鼓台・讃岐のちょうさ太鼓台と並びます。 

（作業スケジュール別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



各会場の内容・開催時間等は「予定」です。 

市民参加型企画・参加者募集について 

 

①第一生命岡崎支社共催「第１回おかざき大好き川柳コンテスト」作品募集 

 

岡崎のいいところ、おいしいたべもの、好きな風景など、ひとりひとりの思いを込

めて岡崎の魅力を川柳で表現し、応募していただきます。「サラリーマン川柳」で

実績のある第一生命（岡崎支社）との共催です。 

 

第一生命、実行委員会の審査により、優秀作品は８月２日（水）イオンモール岡崎

会場「おかざき大夜市」にて発表、当日来場者の投票でグランプリを決定。 

 

◆応募方法 岡崎城下家康公夏まつりホームページから応募用紙をダウンロード、

作品をハガキに貼って第一生命岡崎支社「おかざき大好き川柳コンテ

スト」事務局へ。 

◆締  切 ６月 30日（金）必着 

◆問合せ先 第一生命岡崎支社 電話 22-5511 

 

 

②「パチパチそろばんまつり」参加者募集 

 

電卓、パソコン、スマホ全盛のこの時代、アナログの凄さに触れるひとつの機会と

して「そろばん」にフォーカスを当てます。 

 

（１）親子そろばん体験 参加者募集 

 協力／日本珠算連盟岡崎協議会 

◆日 時 ８月２日（水）①14:00～14:30 ②14:30～15:00 ③15:00～15:30 

◆会 場 イオンモール岡崎セントラルコート 

◆募集人員 ①～③各回親子 30組 

◆参加無料、申し込み不要（直接会場へ） 

  

（２）岡崎№１そろばん自慢選手権 予選参加者募集 

◆予選日時 ７月８日（土）14:00～ 

◆予選会場 岡崎商工会議所４Ｆ 402会議室 

◆募集人員 先着 30名 

◆応募方法 岡崎城下家康公夏まつりホームページから応募用紙をダウンロード、

FAXで夏まつり実行委員会事務局（57-0207）へ。 

◆締  切 ７月５日（水）必着 

◆問合せ先 岡崎城下家康公夏まつり実行委員会事務局 電話 57-0200 

 



各会場の内容・開催時間等は「予定」です。 

③泰平おどり練習会 参加者募集 

  

 ３年前の夏まつりに市民発企画として生まれ、岡崎に古くから伝わるおどり唄

（竹千代音頭、岡崎音頭など）を、唄に唄われた岡崎城を見上げながら、生唄・

生演奏にあわせておどるのが「泰平おどり」。実行委員会では広く市民の方に触

れていただき、岡崎の文化として未来へ継承していくため、おどりの練習会を開

催します。 

 

 ◆開催日時 ７月 26日（水）、７月 27日（木）19:00～21:00 

 ◆開催場所 イオンモール岡崎３Ｆ イオンホール 

 ◆募集人員 1日 50名 

 ◆参加無料、申し込み不要（直接会場へ）、途中入退場可 

 練習の成果を以下の会場で発揮していただきます。 

 ・７月 30日（日）額田わん Park 

  ・８月 ２日（水）イオンモール岡崎 

 ・８月 ３日（木）、４日（金）岡崎公園天守閣前 

 

④八丁味噌仕込み桶大太鼓 担ぎ手募集 

    

岡崎伝統産業と匠の技を融合させ、岡崎の魅力を伝える新

しいシンボルとして、今年新たにプロジェクトが立ち上がり

ました。八丁味噌で 100 年使われた仕込み桶を譲り受け、日

本にひとつしかない巨大な太鼓を市民有志の手で作ります。

夏まつりでは、約 150 人の有志が心をひとつにし、この巨大

な太鼓をかつぎあげます。ひとりでも多くの市民の方がこの

プロジェクトに関わっていただけるよう、作り手、担ぎ手を

募集します。 

 

 ◆担ぐ日程 ①７月 30日（日）額田わん Park 時間未定 

       ②８月 ４日（金）伝馬通 20:00～予定 

       ※７月 23日（日）額田・カフェ柚木にて 

13:00より練習会予定 

 ◆募集人員 30名 

 ◆応募方法 ホームページから申込用紙をダウンロード、FAXで夏まつり実行委

員会事務局（57-0207）へ。 

 ◆締  切 ７月 20日（木）必着 

 ◆問合せ先 岡崎城下家康公夏まつり実行委員会事務局（岡崎活性化本部） 

       電話 57-0200 

 


