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 　 １３：００～１４：３０ 健康づくり体操発表会

・よさこい演舞

主催／第２８回市民ふれあいフェスティバル実行委員会　　後援／愛知県　

・ふれあいレクリエーション広場

空手道演武会（碧南空手道会）
会場：碧南市臨海体育館・臨海公園 社明運動作文コンテスト表彰式

人権擁護委員１日委員委嘱式

臨海公園　大芝生広場<イベント>

日時：令和元年１１月１０日（日）

9：30～15：30

８０２０歯科保健運動表彰式

健康づくり習字優秀作品表彰式

体育館２階　アリーナステージ　<イベント>

共同募金入賞作品表彰式

ふれあう心 あふれる笑顔 元気いっぱい！碧南

水族館終日無料開放！！

★碧南高等学校の｢魅惑の透明標本｣展

碧南高校科学部の解説もあります。

（11:00～15:00）

★ふれあい水族館開催！

生きものにさわってみよう！

（10:00～15:00）

第５回全国スラックライン
クラス別大会inへきなん（10:00～16:00）

強豪選手が全国

から大集合！！レ

ベルの近い相手と

のクラス別真剣勝

負！スラックライン

の体験会もあります。場所：臨海ドーム



1 アルコールパッチテスト、調剤体験コーナー、健康茶試飲など（薬剤師会）

27 年賀はがきの販売（日本郵便株式会社 碧南郵便局）

30 布ぞうりづくり体験、古布で作る小物販売（なごみ会）

31 千羽鶴作成、団体の活動ＰＲ（碧南市スカウト育成連絡協議会）

32 市内公園のＰＲ、区画整理事業のＰＲ（都市整備課）

33 民芸品販売、ミニ畳製作体験、畳のＰＲ（西三畳工組合）

34 食用油について、手作り作品・アンケートコーナー（消費生活保護協会）

8 健康づくり習字優秀作品展示（健康課(庶務係)）

9
｢遊友の会｣作品展、介護予防事業の紹介、介護予防サポーター活動紹介
（健康課）

38 生活に関するアンケート、パネル展示（碧南市生活学校）

39 下水道に関するクイズ、ギョッピーによる下水道ＰＲなど(下水道課)

40 在住外国人との交流、友好姉妹都市の紹介（友好親善協会）

42 市民憲章の啓発、啓発物品の配布（市民憲章推進協議会）

12 日用品・雑貨・衣類・食品等の販売（民生児童委員協議会）

13 共同募金入賞者の作品展示（共同募金委員会） 43 コーヒー販売(ふれあい作業所)

44 募金活動、共同募金のＰＲ（共同募金委員会）

15 会員作品展示（老人クラブ連合会）

46 献眼献腎登録運動、ドナーカード配布（ライオンズクラブ）

47 カップケーキ、さをり織り等自主製品の販売(ふれあい福祉園ガイア)

17 団体のＰＲ、要約筆記の実演・体験（ボランティア連絡協議会） 48 自主製品、花苗の販売(ふれあい作業所)

18 社会を明るくする運動作文の展示（保護司会） 49 抹茶販売、食品・雑貨の販売（母子寡婦福祉会）

19 作品展示(彩墨画・陶芸)（身体障害者福祉協会）

20 作品展示、手芸品販売（養護老人ホーム）

21 手作り製品等の販売（愛知県聴覚障害者協会　西三河ブロック女性部） 51 ミニ電車試乗会（碧南工業高等学校）

23 伝承あそび（老人クラブ連合会）

25 団体ＰＲ、点字・手話の体験（ボランティア連絡協議会） 53 家庭用品・衣類等の委託販売 （碧南市生活学校）

※イベント内容は変更になる場合があります。ご了承下さい。

41
男女共同参画推進委員会の活動周知、５７５で交わす夫婦の会話の募集と周
知、男女共同参画フォーラムのＰＲ（男女共同参画推進委員会）

37
ミニ工作教室、定例活動で作成している作品及びパネルの展示
（少年少女発明クラブ）

36
へきなん優良みやげ推奨品認定事業所による各種物産の即売
（へきなん優良みやげ推奨品選定事務局）

エントランスコーナー

45
社会を明るくする運動、薬物乱用防止キャンペーン
スーパーボールすくい（こども対象）（保護司会）

50
市民献血(10:00～15：00) ※途中１時間程度昼休みあり
※骨髄ドナー登録会もあります。
（健康課・日本赤十字奉仕団・血液センター）

52
チャリティーバザーコーナー
（身体障害者福祉協会・手をつなぐ育成会・あおみＪセンター・
　西三河の輪をつくろう！！・消費生活保護協会）

バザーコーナー　１階第２体育室

《ふれあいのまち　やさしさのまち　いたわりのまち＂へきなん＂》

福祉コーナー

16

10

11

シルバー人材センター事業のＰＲ、会員の自主製品の販売、クイズ、水中コイ
ン落としゲーム（(公社)シルバー人材センター）14

人権紙飛行機飛ばし（参加賞付き）
（刈谷人権擁護委員協議会 碧南地区）

押花体験と販売、自主製品とボランティア手作り作品の販売
（ＮＰＯ法人ゆるりん）

キャラクターカスタネット、フーフーお化け、動物でんでん太鼓、キャラク
ター等のお面、市内５園幼稚園舎･園児の写真展示(幼稚園ウィークin碧南)

22

24

健康コーナー

4

看護に関する相談、血圧測定、ハンドマッサージ、骨密度測定、キッズユニ
フォーム試着体験など（市民病院<共催:愛知県看護協会>）

健康クイズでトイレットペーパー配布(２０歳以上)、足指力計測、足裏画像測
定、歯の健康づくり得点、食事バランスチェック、健康推進員・母子保健推進
員の活動紹介など（健康を守る会・健康課・国保年金課）

毎日食べている野菜はどれくらい？ 食べてる野菜を量ろう　１日３５０ｇ目
標！　おからクッキー配布･野菜プリント配布
（健康づくり食ボランティア協議会）

6

血液型判定※１歳以上 先着２００名(午前１４０名･午後６０名)まで
((一社)医師会・臨床検査センター)3

5

《すすめよう健康づくり　家庭から、職場から》

2
液体ハミガキの体験(災害時の歯磨き方法を紹介)、消しゴム釣りゲーム
(歯科医師会・歯科技工士会・歯科衛生士会）

ＡＥＤを使用した心肺蘇生法の体験、救急に関する普及啓発情報の広報
（碧南消防署）

体組成測定、高次脳機能テスト、反復唾液嚥下テスト、リハビリに関する相談
(リハビリ専門職連絡会)

7

脳年齢測定、かくれんぼスタンプラリー、介護サービスの紹介、認知症クイズ
等による認知症の啓発、認知症予防についてパンフレット等の配布、認知症サ
ポーターの啓発、地域包括支援センター啓発のためのクイズ
(介護サービス機関連絡協議会･キャラバンメイト連絡会･地域包括支援セン
ター)

生活コーナー

炊き込みご飯（釜飯の素）、雑穀米ご飯（十六穀）を試食していただき、お
米の消費拡大を啓蒙する(米穀商組合)29

野良猫、地域ねこ活動についてのパネル・写真展示、バザー、募金
(へきなん地域ねこの会)28

《考えよう　住みよい環境　豊かな暮らし》

26
地元農産物(にんじん･イチジク等)を使用したジャム・ジュース、地元団体
（浜友会）栽培のヤーコン茶の試飲販売（あいち中央農業協同組合）

35
写真展示、丸太切り、カンナかけ体験、箱庭作成、スマートボール、木工作
品等の販売　(愛知建連技能専門校　愛知県建設組合連合碧南支部)

トイレ
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2 有用微生物が入ったＥＭ活性液のＰＲ(ＥＭ碧南ネット)

6 消火器取扱訓練、煙道体験、防火・防災啓発（碧南消防署）

7 住宅の耐震診断・耐震改修、空き家相談コーナー（建築課）

10 防火衣を着て、消防ポンプ自動車と記念撮影（防災課）

12 応募作品とマンホール展示、地場産業ＰＲ（夢まる）

13 へきなん焼きそばの販売（へきなん焼きそばまちおこし隊）

14 北海道由仁町の新鮮野菜等の格安販売とＰＲ（北海道由仁町）

15 おでん販売(約８００食)（消費生活保護協会）

16 コーヒー・饅頭販売（生活学校）

18 たこ焼き販売、ゆるりん事業紹介(ＮＰＯ法人ゆるりん)

19 赤飯・うどん・お茶等の販売（更生保護女性会）

20
だんご･五平餅･肉まん･あんまんの販売、赤十字の事業紹介
（赤十字奉仕団）

21 よさこい踊りの披露（やってみりん祭実行委員会）

23 スケートボードの体験会　（へきなん総合型スポーツクラブ）

24
パラスポーツ「ボッチャ」体験！
（あいおいニッセイ同和損保・スポーツ課）

　　　みどり、あおコース海浜水族館で下車

　　名鉄｢碧南｣駅より徒歩約５分

17
フライドポテト・串カツ・焼きそばの販売
（愛知県建設組合連合碧南支部青年部）

　　※上記４駐車場からシャトルバスを運行しています。

　　電車

　　くるくるバス

22

ふれあいレクリエーション広場
☆楽笑レク式体力チェック、☆めんこ対決、 ☆マンカラ、イン
ディアカ、グラウンド・ゴルフ、ストロー吹矢、ラージボール、卓
球、ディスゲッター９、ラダーゲッター、伝承あそび（お手玉、こ
ま、竹返し、だるま落とし、ケン玉）乳幼児コーナー、Ｃ５忍者ラ
ンド（10:30～、12:00～、13:30～）　※雨天時は☆のみ実施
(碧南市レクリエーション協会)

25
エンジョイ！ニュースポーツ
(スポーツ推進委員会・教育部スポーツ課)

　　・海浜水族館北駐車場　・臨海公園駐車場
　　・大浜漁港仮設駐車場　・玉津浦グラウンド

　　駐車場　※駐車場は大変混みあいますのでご了承ください。

11
運転士体験、乗車から降車までバスの乗り方を体験
(ふれんどバス)(名鉄バス(株)蒲郡管理所)

9
車いす・ガイドヘルプ体験、水ふうせん・バルーンアート、移動ポ
ケット・ティッシュカバーの販売、コーヒー・ジュースの販売
（ボランティア連絡協議会）

臨海公園大芝生広場
海水浄化を目的とする運動（アクリルタワシの啓発活動）
（木の葉会）

1

大浜の歴史、古きお寺の説明、十ヶ寺パネル、写真展示
(大浜てらまち案内人の会)

3

4
７万人の環境宣言、食品ロス、自転車発電・太陽光発電セット、Ｃ
ＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥゲーム、実験、クイズなど（市民環境会議）

5
消防局音楽隊による音楽演奏
　①10:00～10:25頃　②11:00～11:25頃
（衣浦東部広域連合消防局）※雨天中止

8
☆オリジナル反射材作り、☆パトカー・白バイと記念撮影、☆防犯
クイズ、交通安全教育車での楽しい交通ルール学習
※雨天時は☆のみ実施　（地域協働課交通防犯係）


