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駅前広場

七夕本部（ふれあい館）七夕本部（ふれあい館）

(0572)67-2623
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公園会場

●●

地域交流センター
「ときわ」
（救護所）

地域交流センター
「ときわ」
（救護所）

日石日石

無料シャトルバス
発着場

無料シャトルバス
発着場

エディオンエディオン

商工会議所前、河川観覧席商工会議所前、河川観覧席

まつり会場案内図及びまつり期間交通規制図まつり会場案内図及びまつり期間交通規制図
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ときわ駐車場会場

●●

8日 21:00～11日 23:30

10日 18:30～20:30

10日 19:00～21:00頃

11日 16:00～19:00

樽上球場前坂道

当日車両通行止めとなる樽上球場
前の坂道で、花火を安心してご覧
頂けます。

瑞浪商工会議所～総合文化センター前土岐川河川敷
天候により翌日順延または打ち上げ時間が変更となる場合があります。

みずなみ祈願大花火大会みずなみ祈願大花火大会

19：30より打ち上げ開始

★花火打ち上げ前後の道路規制（車両進入禁止、一方通
　行など）が始まりますと、大変混雑が予想されます。
★中央公園（旧瑞浪小跡地）が臨時駐車場になります。
　なお、中央公園から花火会場まで無料シャトルバスを
　運行します。（17時～22時）
★周辺に路上駐車されますと、大変迷惑となります。
　交通マナーを守って、花火をお楽しみください。（取
　り締まりを実施します）

⑪

樽上球場前坂道樽上球場前坂道

無料シャトルバス
発着場
無料シャトルバス
発着場

瑞浪駅北市営駐車場
(30分間無料 300台収容)

瑞浪駅北市営駐車場
(30分間無料 300台収容)

８月10日（土）８月10日（土）

陶土フェスタ陶土フェスタ陶土フェスタ
201920192019

　オープニングセレモニー（９日 駅前広場）

11：00 美濃源氏大太鼓演奏　
11：20 土岐川をどり&新総踊り曲「アニバサラ♪」披露
11：30 セレモニー・クレイオブジェコンテスト開会式

　フォークダンスの夕べ
（９日 18:00～ 公園会場）

　美濃源氏盆踊り大会
（９日 20:00～ 駅前広場）

　瑞浪市観光PRブース
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バサラ大パレードバサラ大パレード
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⑦ 駅 前 商 店 街

恒例！七夕大ビンゴゲーム（11日 19:00～ 公園線）

市内小学生短冊飾り（駅前アーケード） 

特設街角ステージ（公園線＆ときわ駐車場会場）

栄町おまつり広場

恒例！納涼ビアガーデン

栄町名物！焼き鳥､ねぎ焼

生ビールなど（３日間 サンカエン駐車場）

（11日 16：30～　竜門橋東詰→竜門線→栄町）

みずなみ

チロリン村
みずなみ

チロリン村
みずなみ

チロリン村
市民部会事務局（３日間）

・水辺で遊ぼう「楽しいプール」

東濃地科学センター （３日間）

・もぐら博士と記念撮影

カイロ整体 OCEAN
・THE骨盤矯正

ばるーんや ニコ♥コ

昔のおもちゃ＆子どもクジ＆おもちゃすくい （３日間）

アジアンキッチンガンジー（３日間） 
・ナンとカレー

手作り雑貨と手作りリボン （３日間）

CoCo壱番屋カレー （３日間）

美味しい軽食 
・High Land Farm東濃、焼肉ひーさん家

　Food Bar MAKOTO、工房さくらんぼ

　さくらや、創作料理「陸」、izakaya BINBO

AGE測定会

瑞浪市役所市民協働課 （３日間）

・各種パンフレット配布

瑞浪市農産物等直売所　きなぁた瑞浪（３日間）

岐阜県大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会PR（３日間）

東美濃観光パスポート発給 （３日間）

岐阜県観光物産展ブース（９日のみ）

（市営浪花駐車場）

⑤

主催／瑞浪美濃源氏七夕まつり実行委員会　 ●お問い合せ先 みずなみ駅前ふれあい館　 (0572)67-2623
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本 町 商 店 街

瑞浪駅前広場

④ 浪花通り商店街

名物宝さがし
本町商店街どたや～セオ医院間の路上

（９日 19:00～20:30　景品交換19:30～21:00）

（10日 19:00～21:30　景品交換19:30～21:30）

（11日 19:00～20:00　景品交換19:30～20:30）

景品交換場所

セオ医院第２駐車場

グランプリ賞金80万円！陶土との48時間バトル！！

クレイオブジェコンテスト
（９日 12:00～11日 12:00　11日 14:30 ときわ多目的ホールにて表彰式）

小学生以下対象　先着100名

クレイオブジェコンテストJr
（当日参加受付　10日 10:00～16:00　11日 14:30 ときわ多目的ホールにて表彰式）

いいもの発見

陶地限定 七夕の市 

小学生対象　参加費300円

左官技法「ひかるドロだんご」
（11日 10:00～13:00、15:00～18:00）

※小中学生の皆さんは、２１時までに帰りましょう。

　（保護者同伴でも、２２時まで）

コンビニ・商店などへの無断駐車は絶対にしない

でください。駐車場は、ＪＲ瑞浪駅北市営駐車場

瑞浪市役所等をご利用ください。
駐車場

案内

（公園線特設会場）

・骨髄ドナー登録会＆街頭献血（10日 10:00～16:00）

13:30 ポール松カートニー

14:00 モリ・モリソン

14:30 Verre Blanc

15:00 みっちゃん

15:30 マノリン

16:00 大ちゃん

16:30 MIKI & MACELLE

17:00 アッキーズ

19:00 佐藤 梓 ライブ

10:30 ホット心愛

11:00 MMK

11:30 ポール松カートニー

12:00 市川くん

12:30 twoB-SKYy

13:00 シャイン フォー エバー

13:30 ケイとラッカーズ

14:00 志知美代子

14:30 アッキーズ

15:00 シャイン フォー エバー

15:30 チャンキー クッキー クラブ

10:00 サウンド90

14:20 フラクタル・インク

和太鼓　志多ら
（10日 14:30～、11日 15:00～ ）

駅前音楽村（３日間）

保健センター
瑞浪桔梗ライオンズクラブ

皆様のご協力をお願いします

・鳴子・Tシャツ他、バサラグッズ販売

バサラ瑞浪、MAIYA
あなたも一緒に踊りませんか？

響け旋律！届け歌声！

花火打ち上げ場所花火打ち上げ場所
（６日 19：30～　土岐川特設会場）（10日 19：30～　土岐川特設会場）

⑩

七夕まつり期間中は多数の人出があり危険なため、

会場内及び上空での小型無人機（ドローン）の飛行

はできません。ご協力をお願いいたします。

ご注意

10日 10:00～22:00
11日 10:00～20:00

９日 10日

11日10日

大道芸人が
　　やって来る！
大道芸人が
　　やって来る！

（３日間 ）（３日間 ）


