祝 市制65周年記念 瑞浪から全国に元気を発信！！
18：00～ フォークダンスの夕べ（公園会場にて）
20：00～ 盆踊り大会（駅前広場にて）
昭和24年に制作され東濃一円で踊られたなつかしい踊りが復活しました。
飛び入り歓迎！ご一緒にどうぞ！
！フォークダンスもお楽しみに！

(土) バサラ大演舞
「よさこい鳴子踊り」チームが大熱演！
！

『祭り
だ！
歌手 松 和っしょい
』
川未樹
来瑞！

★ストリート演舞（13：00～ ときわ駐車場会場、13：20～本町会場、15：00～ 公園会場にて）
★ステージ演舞（18：00～ 公園会場・本町会場・ときわ駐車場会場、18：30～ 駅前広場にて）

みずなみ祈願大花火大会

11 日

18：00～ 特別企画「ありがとう」を叫ぼう！
＋ミュージック花火（1曲限定）商工会議所前にて
19：30～ 花火打ち上げ 土岐川特設会場にて

(日) バ サ ラ 大 パ レ ー ド
飛び入り参加大歓迎！みんなでパレード！！

①ステージ演舞
②チ ー ム演舞
③パレード演舞
④ステージ演舞

フィナーレ

10：30～
11：40～
12：00～
17：30～
18：00～

総踊り2019

10:00 瑞浪美濃源氏七夕まつり祈願祭／一日市場八幡神社
11:00 瑞浪美濃源氏七夕まつりオープニングセレモニー／駅前広場
美濃源氏大太鼓演奏・土岐川をどり・新総踊り曲「アニバ
サラ♪」披露／駅前広場
11:30 クレイオブジェコンテスト開会式／駅前広場
12:00 クレイオブジェコンテスト（8/9～8/11正午）／公園会場
17:30 駅前音楽村（フォーク＆ポップス）／駅前広場
バサラ演舞&乱舞／本町会場
18:00 中京高校ダンス同好会／駅前広場
19:00 「佐藤梓」ライブ／駅前広場
19:30 美濃源氏大太鼓演奏／地域交流センター「ときわ」
20:00 美濃源氏盆踊り大会（土岐川をどりほか）／駅前広場

!!

10:00 みずなみ陶土フェスタ「陶器市」／公園会場
クレイオブジェコンテストJr／公園会場
骨髄ドナー登録会＆献血／駅前広場
10:30 駅前音楽村（フォーク、演歌、ロック、バンドライブ）／駅前広場
13:00 バサラ演舞＆乱舞／ときわP会場
S4Eライブ①／駅前広場
13:20 バサラ演舞＆乱舞／本町会場
14:30 和太鼓 志多ら／駅前広場
15:00 バサラ演舞&乱舞／公園会場
S4Eライブ②／駅前広場
15:30 Chunky Cookie club（ダンス）／駅前広場
16:00 Dance Studio Life ♪（ダンス）／駅前広場
16:30 稲津キッズチアダンスチーム／駅前広場
17:00 スマイルビート（ダンス）／駅前広場 レクリエーション協会／駅前広場
17:30 ゆきこま会／駅前広場 ハワイアンフラ・プナヘレ／駅前広場

「佐藤 梓」ライブ

～駅前ステージからヒーロー誕生!!～（駅前広場他にて）

みずなみチロリン村
各団体の楽しいテント村！
各団体の楽しいテント村！
！（市営浪花駐車場にて）

美濃源氏大太鼓
美濃源氏の心意気を響きに込めて！
！
（地域交流センターときわにて）

窯之助 ＆すえっこ 「佐藤 梓」ライブ
19：00～ 駅前広場

18：40～ 駅前広場 窯之助音頭 やすえっこ音頭、ミナモダンスをみんなで踊ろう！

8/10 (土)

アラフォーアイドル S4E （Shince 4ever） ライブ

和太鼓

志多ら

10日14：30～、11日15：00～

8/11(日)

日

8/10 土

駅前音楽村

w it h ミナモo n ステージ

11

新総踊
り曲
「アニ
バサラ
20：00～
♪」を
踊ろう
駅前広場にて

8/9 金

8/9 (金)

土

駅前広場
ときわ駐車場会場・本町会場
公園会場
本町会場
駅前広場・ときわ駐車場会場

美濃焼を産み出す陶土と遊ぶ３日間！
！（公園線特設会場にて）

まちを彩る飾りをお楽しみください！
！（各商店街にて）

10

Mr.YO
SAK
宮本 毅 OIソーラン
氏 来
瑞！

陶土フェスタ2019

七夕飾り

金

（天候により順延の場合があります）

16：30～ 竜門橋東詰→竜門線→栄町

瑞 浪美 濃 源 氏

10 日

美濃源氏盆踊り大会・土岐川をどり

岐阜県瑞浪市は戦国の武将・美濃源氏土岐一族のふるさと。
「バサラ」とは、何者も恐れず、自由奔放に振る舞う美濃源氏の心意気。
瑞浪美濃源氏七夕まつりは、バサラの心意気でひととまちを元気にする祭りです。
この祭りを通して市民協働の絆を育み、瑞浪から全国に元気を発信します！

3 日間 を通してのイベント

第60回

２０１9年８月9日 ●・ 日 ●・ 日 ●

9日

(金) フォークダンスの夕べ &

燃えて､踊って､恋して…バサラ！
！

瑞浪市消防団音楽分団演奏会
駅前広場

18：45～ 地域交流センターときわ（入場無料）

瑞浪北中ブラスバ ンドクラブライブ

クリーン作戦にご協力を！
！
●清掃・ゴミの分別（駅前広場にて）
・9日（21時～）
・10日（22時～）
・11日（21時～）
●花火会場の清掃（商工会議所前にて）
・11日（6時～）※花火順延の場合は翌日

18:00 バサラ演舞／公園･本町･ときわP会場
コパンキッズ（ダンス）／駅前広場 DDS（ダンス）／駅前広場
18:30 バサラ演舞／駅前広場
19:30 みずなみ祈願大花火大会／土岐川周辺
20:00 美濃源氏大太鼓／地域交流センター「ときわ」
21:00 バサラ大乱舞／駅前広場

8/11 日
6:00 花火会場クリーン作戦（花火順延の場合翌日）／瑞浪商工会議所前
10:00 みずなみ陶土フェスタ「陶器市」／公園会場
サウンド90ライブ／駅前広場
10:30 バサラ演舞＆乱舞／駅前広場
11:40 バサラ演舞＆乱舞／ときわP会場
11:50 バサラ演舞＆乱舞／本町会場
12:00 バサラパレード演舞／公園会場

①13：00～ 駅前広場
②15：00～ 駅前広場

12:00
14:20
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
19:00
19:30
20:00

15：30～ 駅前広場

七夕まつり会場内は禁煙です

クレイオブジェコンテスト一般投票（13:00まで）／公園会場
フラクタルインクライブ／駅前広場
クレイオブジェコンテスト＆ジュニア表彰式／地域交流センター「ときわ」
和太鼓 志多ら／駅前広場
瑞浪北中ブラスバンド／駅前広場
A’
ｓ（ダンス）／駅前広場
BEATSTAR SHOW CASE（ダンス）／駅前広場
バサラ大パレード／竜門～栄町
Dance Studio Coco（ダンス）／駅前広場
Work Your Soul（ダンス）／駅前広場
Def Busta（ダンス）／駅前広場
バサラ演舞＆乱舞／本町会場
バサラ演舞＆乱舞／駅前広場・ときわＰ会場
大ビンゴ大会／公園会場
美濃源氏大太鼓／地域交流センター「ときわ」
バサラ総踊り／駅前広場

