


アウトドアランド

福祉販売コーナー福祉販売コーナー

花火の展示コーナー花火の展示コーナー

(知立市、高浜市、東浦町 )( 知立市、高浜市、東浦町 )刈谷市
赤十字
奉仕団

刈谷商工会議所・復興支援フェア
災害時・緊急時に働く車展

交通安全ひろば

ピッチFM

刈谷市
ホームタウンパートナー
写真展

駐
輪
禁
止
エ
リ
ア

18：00～
16

1回目/11：45～
2回目/14：15～

福山市福山市

かりまるPRかりまるPR

ふわふわ遊具

1回目/12：45～
2回目/15：00～

(16:00以降、平面部分は立入禁止)

スポーツ体験会場芝生内での
飲食は、ご遠慮ください。

刈谷市民会議刈谷市民会議

日本女性会議PR日本女性会議PR

公共施設連絡バス「かりまる」バス停公共施設連絡バス「かりまる」バス停

まなびの広場まなびの広場

あそびの広場あそびの広場

総合
インフォメーション

総合
インフォメーション

自治体交流
ストリート
自治体交流
ストリート

福祉・環境
ストリート
福祉・環境
ストリート

16日
金

17日土

小垣江
ちゃらぼこ

野田雨乞
笠おどり

ふわふわ遊具

④身障者専用駐車場は40台程度用意しておりますが、台数に限りがありますので、予めご了承ください。
　※19：00より交通規制が行われますので、お早めにご来場ください。

会

　場

刈谷市赤十字奉仕団・マイカー点検教室

献眼献腎献血コーナー

住宅の地震対策・刈谷防災まちづくり協議会・交通安全ひろば・
災害時緊急時に働く車展・復興支援フェア(商工会議所)・
境川総合治水PR・かりやの水

花火の展示コーナー(～１８時３０分まで )・福祉販売コーナー(～２１時まで)
刈谷の魅力発信ブース・かりまるPR・日本女性会議PR(～１６時まで)・
衣浦定住自立圏PRブース(知立市、高浜市、東浦町)・水野家ゆかりのまち(結城市、新宮市、福山市)・下條村遊牧館・東吉野村

まなびの広場

みんなの広場
あそびの広場

自治体交流
ストリート

あそびの広場（～15時まで）・刈谷市ホームタウンパートナー写真展



(飲食ブース　　１７:00～２１:００)

刈谷小唄、刈谷音頭、刈谷よいとこ、
炭坑節、郡上節、しんちゃん音頭、
ビューティフル・サンデー(新曲)、
音頭「おどりの輪」(新曲)、かつなりくん音頭

露店もありますので、
ご家族でお楽しみいただけます。 夏のお祭りに欠かせない屋台はもちろん、刈谷市内の飲食店も含めて合計200店以上が

出店します。わんさか祭りで刈谷のグルメを堪能しよう！

キャラクターショーやお笑いライブ、バンド演奏によるライブコンサートなど見どころ満載！
音楽・踊りなどのパフォーマンスを披露する市民ステージや、地元伝統芸能の野田雨乞笠おどり、
小垣江のちゃらぼこの特別披露など一日中楽しめます。

お笑いライブ
流れ星 キャラクターショー

15：00～

12：45～

14：15～

11：45～

ショー終了後に握手会もあります

８月17日 (土)

８月16日 (金)

55創立　  周年
ありがとうございました

ソノー電機工業株式会社
電気工事 • 電機製造 • 情報処理



ミニSL乗車会など、ドキドキなコーナー
がいっぱい。献眼献腎等コーナーでは献
血ブースもあるので、是非ご協力を。

地震、水害、火災などの防災対策がテーマ。起震車による地震体験や救急コーナーな
ど、みんなで防災について考えよう!
ちびっこ警察官になれる交通安全ひろばも開催。パトカーとミニ白バイがやってきま
す。オリジナルの反射バンド作りもあるよ！

防災意識の向上を目指し、陸上自衛隊と連携
して災害を想定したどて煮の炊き出し(先着
2,000人分)を行うほか、災害時・緊急時に働
く車両の展示として、陸上自衛隊豊川駐屯地、
愛知県警察機動隊、刈谷警察署、企業等の協
力により、日常では見ることができない車両を
展示します。
また、チャリティーメダカ・金魚すくいや東北復
興支援フェアも併せて開催しますので、是非
ブースへお越し下さい！

福祉や環境の分野に取り組む団体が日頃
の活動をPR。健康に関する講習や環境
フェアの開催。障害者支援団体による製品
販売など。一緒に、福祉・環境に関して理
解を深めよう!

刈谷商工会議所

刈谷の歴史と文化をPRします!
他にも知立市、高浜市、東浦町による衣
浦定住自立圏ブース、水野家ゆかりの
まち（結城市、新宮市、福山市）や東吉野
村、下條村が出展します。
刈谷城盛上げ隊のステージ演舞もお楽
しみください。

また、来年刈谷市で開催される「日本女性
会議2020あいち刈谷」もPRします！

わくわくステージ

みんなのステージ

15:15～15:45
13:30～14:00

自治体交流ストリート

まなびの広場

〒448-0027
刈谷市相生町２丁目３１番地
(JR東海 刈谷駅より徒歩２分 ) 0566-24-3711

TEL
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　詳細は!"へ！#
　　詳情請登陸网站主頁！,
　  -./.01234053！,
　  678,9:;,<.=,;>8,;?301,@7)！ 



木工作、プラ板キーホルダー、ストーンペイント

など、子どもたちやファミリーに大人気の遊び

体験がいっぱい。モンキーブリッジとインディ

アンティピーが目印です。

芝生の上で、親子で楽しめるスポーツレクリ

エーションを開催。体力測定コーナーもあり、

子どもたちに人気のふわふわ遊具も登場。

翌日は、雁が音中学校の生徒を中心に、清掃
ボランティア活動が行われます。

刈谷市レクリエーション協会の加盟団体が楽し

いゲームなどを行います。豪華な景品もある

ので、みなさん是非参加して下さい!!

花火大会変更点〈重要〉花火大会変更点〈重要〉

155

逢妻橋

富士松南
小学校

282

刈谷市
総合運動公園

富士松南
幼稚園

雁が音中学校

日高公園

富士松南
保育園

富士松駅

一ツ木駅
かりがね保育園

逢妻川

東海道新幹線

名
鉄
名
古
屋
本
線境川

発杭川

N
泉田町神戸

今川町山ノ神

泉田町城前

今川町上池

新富町 恩田町

中手町

新田町6丁目

青山公園

築地町5丁目

23

築地町3丁目

一ツ木町7丁目

築地町2丁目

かりがね小学校

かりがね幼稚園
一ツ木町2丁目

築地町1丁目

総合運動公園

●左図のとおり、花火打ち上げ場所を
　3箇所から２箇所へ変更します。

●総合運動公園西側で
　Musicスターマインを実施します。
　※音楽は会場外では聞こえません。

※観覧場所には限りがありますので、場所取りができない場合があります。
※場所取りは、他の方の迷惑とならないよう必要最小限でお願いします。
※ひも等による場所取りは危険なうえ、公園利用者の迷惑となるためおやめください。
※これらに反した場所取りは、見つけ次第、撤去する場合があります。

①今年度より、総合運動公園北側での
　花火打ち上げは行いません。

注
意
事
項

●「並び列」は設けませんので、指定時間まで
　希望場所周辺で待機してください。

●立ち入り禁止区域、また、公園内のイベント
　スペースや通路等での場所取りはできませ
　ん。ご協力お願いします。

※指定時間より前に設置してあるシートやひもなどは
　全て撤去します。
※上記のとおり、花火打ち上げ場所変更に伴い、
　左図対岸からの花火打ち上げは行いません。

会場内の安全確保のため、
花火打ち上げ場所変更にご理解をお願いします。

②公園内でのシート等での場所取りは、
　８月１６日(金)の午前６時から 実施できます。

アウトドアランド

08 09

BEAUTY AI!"#!$!!$#%&#

'()*+,-.( / 0(',1234,'

56789::8;<=>?@A7:

あい美容室として始めて50年
BEAUTY  AI として20年

皆様に感謝!!

刈谷市広小路 5-18-2 ファミール刈谷 1F
TEL：0566-22-1581



19：00

19：14

19：02

19：05

早打ち花火

20：12

19：38

3号30玉、5号25玉、8号2玉

19：06

19：09

早打ち花火 3号30玉、5号25玉、6号20玉

19：11 早打ち花火 3号30玉、5号25玉、8号2玉

19：16 早打ち花火 3号30玉、5号25玉、6号20玉

19：21 早打ち花火 3号30玉、5号25玉、8号2玉

19：25 早打ち花火 3号30玉、5号25玉、6号20玉

19：29 早打ち花火 3号30玉、5号25玉、 8号2玉

19：34 早打ち花火 3号30玉、4号30玉、5号25玉、6号20玉

愛知製鋼株式会社

19：28 三京アムコ株式会社

19：24 刈谷ロータリークラブ

トヨタ車体株式会社

19：32 株式会社豊田自動織機

トヨタ紡織株式会社

19：19 カリモク家具株式会社

20：03 和光技研工業株式会社

19：37 株式会社だるま

19：46 刈谷ハイウェイオアシス株式会社

19：44 早打ち花火 4号30玉、5号25玉、8号2玉

19：48 早打ち花火  4号30玉、6号20玉、8号2玉

19：40 早打ち花火 3号30玉、4号30玉、5号25玉、6号20玉

19：51 早打ち花火 4号30玉、 6号20玉、8号2玉

中王食肉株式会社19：50

株式会社ROBOSYSTEM19：54

中日新聞社19：53

株式会社ファインテクノ19：47

19：55 早打ち花火 4号30玉、6号20玉、8号2玉

20：04 早打ち花火 4号30玉、6号20玉、8号2玉

20：08 早打ち花火 4号30玉、6号20玉、8号2玉

19：42
ジェイテクトグループ

株式会社ジェイテクト
株 式 会 社 Ｃ Ｎ Ｋ
豊ハイテック株式会社

20：10 株式会社デンソー

20：06
アイシングループ
アイシン精機株式会社
アイシン開発株式会社
株式会社アドヴィックス

太田商事株式会社　株式会社三陽製作所
角 文 株 式 会 社　刈 谷 商 工 会 議 所

19：20 株式会社テルミック
19：57  「みんなの花火～障がい者も健常者も一緒に楽しめる花火～」花火朗読劇

一般社団法人日本花火推進協力会

Musicスターマイン

Musicスターマイン

Musicスターマイン

17日（土）
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刈谷ロータリークラブ
三京アムコ株式会社
中王食肉株式会社
株式会社テルミック
株式会社ファインテクノ
株式会社ＲＯＢＯＳＹＳＴＥＭ
愛知製鋼株式会社
中日新聞社

愛東運輸株式会社
株式会社アパートセンターオカモト
株式会社近藤組
株式会社十福屋
株式会社スポーツマネージメント
株式会社センターリバー
大興運輸株式会社
株式会社東陽
栄熱処理工業株式会社
豊田通商株式会社

Musicスターマイン

太田商事株式会社
株式会社三陽製作所
角文株式会社　
刈谷商工会議所

アイシングループ

ジェイテクトグループ

株式会社デンソー
株式会社豊田自動織機
トヨタ車体株式会社
トヨタ紡織株式会社

アイシン精機株式会社
アイシン開発株式会社
株式会社アドヴィックス

株式会社ジェイテクト
株式会社 CNK
豊ハイテック株式会社

愛知県東部街商協同組合刈谷支部
株式会社アシタ
アスカ株式会社
株式会社魚国総本社 名古屋本部
荏原環境プラント株式会社
株式会社エルシティ
カリツー株式会社
刈谷銀行協会
公益社団法人刈谷法人会刈谷支部
株式会社光生
小林クリエイト株式会社

小舟ガーデン株式会社
株式会社小松電気
株式会社サンスタッフ
城東電機株式会社
株式会社杉山工作所
関興業株式会社
ソノー電機工業株式会社
竹内精器株式会社
DCMカーマ株式会社
兵藤文男税理士事務所
平成工業株式会社　
株式会社豊衛生舎
株式会社豊電子工業
ＡＲＭＳ株式会社　
株式会社アイ・エム
アイコー株式会社
愛知県警備業協同組合
愛知県建設組合連合刈谷支部
アイチ情報システム株式会社
アクサ生命保険株式会社豊田営業所刈谷分室
株式会社浅川信州造園土木　
アワーズサンワ刈谷店
池田工業株式会社
きものの里 市川呉服店
市川商事株式会社
株式会社伊藤工務店刈谷支店
イトーヨーカドー 刈谷店
株式会社井上硝子店
株式会社いわ園
エアー工房有限会社　
エース産業株式会社
株式会社エスケイエム
えびせんべいの里 刈谷ハイウェイオアシス店
株式会社ＭＰＩ
有限会社大和田建設　
岡三証券株式会社刈谷支店
奥野工業株式会社

折武株式会社
株式会社梶川土木コンサルタント
加藤精工株式会社
刈急運輸株式会社
株式会社カリコム　
刈通オートテクノ株式会社
一般社団法人刈谷医師会
刈谷機械工業協同組合 
かりやギフトセンター　
株式会社刈谷高周波工業所
刈谷交通株式会社
刈谷市管工事業協同組合
刈谷紙器株式会社
刈谷市商店街連盟
株式会社刈谷自動車学校
刈谷造園業組合
株式会社刈谷プラザホテル
刈谷ライオンズクラブ
一般社団法人刈谷労働基準協会
株式会社キタヤマ不動産　
株式会社キックサン
有限会社鬼頭組
株式会社鬼頭天昌堂薬局
株式会社キャッチネットワーク
株式会社共立
株式会社クイックス
特定非営利活動法人くるくる
株式会社弘伸運輸
株式会社コーリツ
コナミスポーツ株式会社
ゴルフクラフトジャパン    
株式会社コングレ
近藤工業株式会社
佐々木建設株式会社
有限会社サトエレックス　
サンエイ株式会社
三共電気株式会社

和光技研工業株式会社
カリモク家具株式会社
刈谷ハイウェイオアシス株式会社
株式会社だるま
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★千代子おばあさんへ。米寿おめでとうございます。
★これからも長生きしてください。　　息子　鈴置厚志より
★絶対合格！みんなで頑張ろう！　　淳
★みんな葵礼君が大好きです♥
★家族仲よく　 みんな笑顔で　　　Ｓ
★結婚７周年、これからもよろしくね！　　ＡＴ＆Ｋ
★ＹＵＫＩＨＡＲＵＫＩＫＡＮＡＴＡ夢に向かって挑戦！
★陸人君　誕生日おめでとう！十代最後の一年を大切に！
★今日はパパ隆さんの命日で一周忌です。 パパありがとう

株式会社サンバレー
株式会社ジーエスエレテック
JAあいち中央
株式会社JTO　
敷島製パン株式会社刈谷工場
松栄印刷株式会社
松栄開発株式会社
神星電機株式会社
スーパーヤオスズ株式会社
株式会社スギ薬局
鈴置印刷株式会社
有限会社鈴喜写真館
株式会社タイガーサッシュ製作所
大興タクシー株式会社
株式会社大洋
高須油機工業株式会社　
ダスキンよさみ　
中部会計専門学院
司開発株式会社
津田工業株式会社
株式会社ツルタ製作所
株式会社ティーエスエス
有限会社天美堂塗装処　
東海部品工業株式会社
東海旅客鉄道株式会社刈谷駅
東建コーポレーション株式会社
東洋衛生株式会社
東陽精機株式会社　
株式会社トータルサービスシステムズ　
株式会社トッププランニング 
友澤木工株式会社
豊田産業株式会社
株式会社豊田自動織機ＩＴソリューションズ
中川醸造株式会社
株式会社長坂　　
株式会社永田工作所
中山工業株式会社　　

名古屋鉄道株式会社
株式会社西三河エリアワン
株式会社日輪
日進精機株式会社
日設工業株式会社
株式会社日本観光社刈谷エルシティ店
日本生命保険相互会社刈谷支社　　　
日本超硬株式会社
株式会社野村　
白半建設株式会社
株式会社光屋ライティング
日高工業株式会社
BEAUTY AI 
ヒラテ産業有限会社　　
平野建設株式会社　
藤久運輸倉庫株式会社
フジキュー整備株式会社
有限会社富士タイプ製本所
有限会社藤田電気商会　
ヘルパーステーション　こころ　
株式会社豊智建設
株式会社ｍｅｅｔｓ  
株式会社三井住友銀行 刈谷法人営業部
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社中部本部
有限会社宮原工業
名鉄観光サービス株式会社刈谷支店
株式会社ヤマイチプライメタル
株式会社山田製作所　
ユケン工業株式会社
ユタカコピー株式会社
レクサス刈谷　　

みんなの花火～障がい者も健常者も一緒に楽しめる花火～
花火朗読劇
花火鑑賞における未知の分野に挑戦する。視覚に障がいがある人も、聴覚に障がい
がある人も、健常者も、皆で花火を一緒に感じることで、素敵な花火の思い出を増や
して欲しい。このプログラムは、そのような想いを込めて作りました。

（2019年度日本博を契機とする文化資源コンテンツ創生事業）

提供：一般社団法人日本花火推進協力会
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ご依頼・ご相談は

0120-47-1148
（株）弘伸運輸  刈谷市東新町 -
　 ： ～ ： （応相談）　 月～金曜、祝日（土日は応相談）営時

市のチケット利用可能
車イス、
ストレッチャーあります

笑顔があふれだす
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駐輪場拡大図
刈谷市
総合運動
公園

総合運動公園駐輪スペース

刈谷警察北

●トヨタ紡織

市内等各停留所と会場を
無料シャトルバスが
運行します。

※会場内の駐輪場は使用できません。

※公共施設連絡バス「かりまる」の午
　後４時１０分以降に総合運動公園を
　発車する便は運休します。

※夕刻から会場周辺は交通混雑が予想
　されますので、早めのバスをご利用
　ください。

16 17

会

　場



（徒歩約20分）

（徒歩約20分）

至名鉄名古屋

17日

名鉄名古屋方面から「富士松」駅
下車、徒歩約20分
豊田・知立方面から「一ツ木」駅
下車、徒歩約20分

17日

17日

名古屋本線「知立」駅下車、
名鉄バス②のりばから無料シャトル
バスで会場まで約25分
(混雑時を除く)
三河線「刈谷」駅下車、駅北口から
無料シャトルバスで会場まで約15分
(混雑時を除く)
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ー開校34周年ー

コースガイド

■日商簿記 3・2・1級 ■Excel・Word

■宅地建物取引士 ■Access・PowerPoint

■社会保険労務士 ■公共職業訓練

住所　知立市栄1-1

83-2949
!"#$%

国内旅行・海外旅行・団体旅行は…

税を味方に、
強い経営を。
法人会に加入しましょう。

公益社団法人刈谷法人会刈谷支部

刈谷市新栄町３－２６

iPhone・Android対応の
無料アプリ15：00～18：00

◆スマートフォン・タブレットアプリからでも聴くことができます。
　無料アプリ「KATCH&Pitch地域情報」をダウンロード☆

★ロープ等による場所取りは危険なため禁止します。
　前日の16日(金)の午前6時までに設置してあるシート等は撤
　去いたします。
　場所取りの詳細につきましては、P9「花火大会変更点〈重要〉」
　をご覧ください。
★身障者用駐車場を会場内に準備しておりますが、台数に限り
　がありますので予めご了承ください。
★不発玉などを見つけたらすぐにその場から離れ、係員や警備
　員へお知らせください。
★小型無人機(ドローンなど)の利用は、落下事故発生の恐れが
　あるほか、催事進行の妨げとなる場合がありますのでご遠慮
　ください。
★風向きや風の強さによっては、花火の灰やガラが住宅まで届
　いてしまうことがございます。衣類やお車を汚す恐れがありま
　すので、十分にご注意ください。

開催状況・交通状況をお知らせします。

(推奨ルート)
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逢妻橋

富士松南
小学校

282

刈谷市
総合運動公園

富士松南
幼稚園

雁が音中学校

日高公園

富士松南
保育園

富士松駅

一ツ木駅

かりがね保育園

逢妻川

東海道新幹線

名
鉄
名
古
屋
本
線

境川
発杭川

N
泉田町神戸

今川町山ノ神

泉田町城前

今川町上池

新富町 恩田町中手町

新田町6丁目

青山公園

築地町5丁目

23

築地町3丁目

一ツ木町7丁目

築地町2丁目
かりがね小学校

かりがね幼稚園

一ツ木町2丁目

築地町1丁目

総合運動公園

17

立入禁止区域

住民車両以外進入規制

15日（木）9：00～17日（土）22：30
8：00～22：30
8：00～21：30

13：00～20：30
9：00～20：30

9：00～21：30

11：00～20：30

開催会場周辺に駐車場はありません。
路上駐車は大変迷惑ですので、来場の際は公共交通機関またはシャトルバスでお越し下さい。
なお、公共施設連絡バス「かりまる」の午後4時10分以降に総合運動公園を発車する便は運休します。


