
会場受付 17：00～
事前に町公式 LINEアカウントの
友だち登録し、参加申し込みをするか
下記「納涼まつり参加者名簿」を
記入して持参ください。

●第1部 盆踊り（18：00〜19：50）
18：00～ 和太鼓、諸輪囃

はや

子
し

太鼓
18：25～ 盆踊り、太鼓

●第2部 手筒花火（20：00〜20：30）

●露店（17：00〜20：30）
※会場へのアルコール飲料、食べ物の

持込は禁止です。
露店も食べ物の取扱いはありません。

踊りで繋ごう
国際交流の輪

　今年も、町内の外国人の
皆さんがお揃いのＴシャツを
着て、盆踊りに参加します。
　一緒に大きな輪を作って
　踊りましょう。

●当日のバス運行（雨天の場合は21日）
◎東郷町巡回バス「じゅんかい君」
　ルート、時刻表、運賃は通常どおりです。
※いこまい館のバス停は停車しません。
◎納涼まつり臨時バス（無料）
　発着所　役場正面玄関前
　時刻表は左ページのとおりです。
※ルートがじゅんかい君と異なります。

●当日、以下の施設は利用できません。
①町民会館（17：00〜）全館
②総合体育館（18：00〜）全館
③東郷小学校、東郷中学校開放施設（17：00〜）
④いこまい館（終日）全館
※水中トレーニング室・トレーニングジムを含む。

●とき
8月20日（土）
●ところ

いこまい館
芝生広場周辺

●雨天の場合、21日（日）
18：00〜20：30に延期します。

※延期か否かは20日（土）
15：00に決定し、
町ホームページで
お知らせします。

◎問い合わせ
●納涼まつりに関して
　生涯学習課　☎0561・38・6411
●手筒花火に関して
　町商工会　☎0561・38・0821

納涼まつり参加者名簿
代 表 者 氏 名 連  絡  先

代表者と家族などで居住先と連絡先が同一の参加者は右の表に氏名を
記載してください。

氏  名 氏  名

1 4

2 5

3 6

新型コロナウイルス感染症対策
①来場者の受付を行いますので、事前に町公式 LINEアカウントに友だち登録し、参加申し込み

をしてください。
　※事前に参加申し込みすることでスムーズに会場に入ることができます。
② LINEで参加申し込みをしない場合は、下の名簿をご記入の上、ご来場の際に提出ください。
③会場内ではソーシャルディスタンスの確保を心掛けましょう。
④露店で購入したジュースなどを飲むための休憩スペースを設置します。
　※会場内では熱中症を予防するためにこまめに水分補給をしましょう。
⑤日常から感染予防の徹底をお願いします。
⑥当日は、検温の上、ご来場ください。また、体調不良の場合は、ご来場をお控えください。

（ 　 　 ）

▶

友だち登録＆
参加申し込み

LINE

納涼まつりま
東郷町 民

◆東郷名物　  手筒花火 同日開催

2広 報   2022年 8 月号場合があります。ホームページにてご確認ください。
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●駐車場が少ないため混雑します。徒歩やじゅんかい君、臨時バスなど
で来場してください。駐車場では、警備係の指示に従ってください。

●いこまい館の駐車場は利用できません。
●まつり会場および周辺施設は敷地内禁煙です。
●子どもには、必ず保護者が同伴してください。
●ごみは各自で持ち帰ってください。

注意事項

納涼まつり臨時バス時刻表
◇時刻表は始発バスの時刻です。その後、西・南コースは20分おきに、東・北コースは20分から40分おきに運行します。
◇バスは、下記のバス停にのみ停車します。◇バスは片道運行（東・西コースは左回りのみ、南・北コースは右回りのみ）です。
◇最終バスは、午後９時20分に役場前を出発し、全ての利用者が降車したときに運行を終了します。

西コース（左回り）
東郷町役場前 17:00
弥計 17:04
音貝小学校東 17:05
音貝 17:06
ラドーニ東郷西 17:06
白土浄水池前 17:07
旭ヶ丘団地 17:09
白土 17:10
東白土 17:11
涼松 17:13
涼松緑道 17:14
上鏡田 17:15
兵庫 17:16
部田山コミュニティセンター前 17:17
三ツ池 17:18
清水公園北 17:20
清水 17:21
東郷町役場前 17:30

東コース（左回り）
東郷町役場前 17:00
東郷小学校前 17:03
北山台コミュニティセンター前 17:04
北山台北公園前 17:05
ウッドランド 17:06
諸輪公園前 17:08
前田 17:12
尾三消防本部東 17:14
諸輪住宅前 17:20
米野木駅 17:25
愛知池 17:28
諸輪住宅北 17:29
木戸西 17:30
大坊池公園前 17:32
高嶺小学校東 17:36
狐坂 17:39
南蚊谷 17:41
東郷町役場前 17:44

南コース（右回り）
東郷町役場前 17:00
瀬戸田 17:02
中屋敷 17:02
山崎 17:03
祐福寺公民館東 17:04
太子 17:06
四ツ塚 17:09
祐福寺 17:13
春木台五丁目 17:14
春木台南 17:14
春木台小学校西 17:15
春木台四丁目 17:16
春木交番前 17:18
春木台一丁目 17:19
中屋敷 17:20
瀬戸田 17:20
東郷町役場前 17:22

北コース（右回り）
東郷町役場前 17:00
和合ヶ丘東 17:03
和合牛廻間 17:07
和合ケ丘二丁目 17:07
和合ヶ丘中央 17:08
和合ケ丘三丁目 17:08
日進駅 17:14
押草団地 405 棟北 17:20
白鳥公園北 17:21
御岳一丁目南 17:22
白鳥一丁目 17:23
尼ヶ根公園前 17:25
狐坂 17:26
南蚊谷 17:27
東郷町役場前 17:30

納涼まつり
駐車場 P

● 町民会館駐車場　● 町民会館南
● 商工会　● JAあいち尾東東郷支店
● 豊田信用金庫東郷支店
● 東郷小学校・東郷中学校
● 福祉センター・診療所（午後5時〜）
　 ● タチヤ東郷店（午後6時〜）

会場案内図

露露店

駐輪場
● 中部児童館

輪

▲詳しくは町 HP

●令和 4年度各地区盆踊り日程（開催日程順）
地 区 と き 予備日 ところ

白　土
８月6日（土） 16：00〜21：00 8月7日（日） 時間は同じ 白土コミセン周辺

西白土

和合ヶ丘 8月6日（土） 17：00〜21：00 ８月7日（日） 時間は同じ 和合ケ丘中央公園

諸　輪 8月12日（金）、13日（土） 18：20〜21：00 8月14日（日） 時間は同じ　※３日間のうち２日実施 諸輪公民館駐車場

傍示本 8月13日（土）、１４日（日） 19：00〜21：00 8月15日（月） 時間は同じ　※３日間のうち２日実施 傍示本公民館駐車場

祐福寺 8月13日（土）、１４日（日） 19：30〜20：45 8月15日（月） 時間は同じ　※２日とも中止の場合実施 祐福寺公民館前広場

※和合、北山台、部田、白鳥、押草団地（北・南）、諸輪住宅は中止。

（令和4年7月5日現在）

納涼まつり納涼納涼納涼納涼納涼納涼
東郷町 民第44回

◆東郷名物　  手筒花火

3 広 報   2022年 8 月号 新型コロナウィルス感染症の影響により中止・変更する
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