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■豊田おいでんまつりの構成
 マイタウンおいでんとおいでん総踊りからなる｢踊り｣と、「花火大会」で構成します。 

■趣 旨
市民が楽しみ、感動し、訪れる人を温かく迎えることができるようなふるさとのまつりを
市民・事業者・行政の共働の力でつくります。また、市民が豊田市の素晴らしさを再認識し、
郷土愛を醸成する「ＷＥ ＬＯＶＥ とよた」が体感できる取組を行います。

■主 催 
 豊田市・中日新聞社・東海テレビ放送 

■基本テーマ
「ＷＥ ＬＯＶＥ とよた」 魅力発見 ふるさとのまつり 
・「ＷＥ ＬＯＶＥ とよた」の露出を高め、市内外へとよたの魅力を発信します。
・地域を巻き込んだ「ＷＥ ＬＯＶＥ とよた」の演出により、魅力あるまつりとします。

■豊田おいでんまつり実行委員会委員
・豊田市     ・名鉄バス株式会社 
・豊田商工会議所(２名）   ・愛知環状鉄道株式会社 
・豊田市議会    ・愛知県タクシー協会 
・豊田市消防団    ・ひまわりネットワーク株式会社 
・豊田市商業連合協同組合（２名）      ・一般社団法人 豊田青年会議所
・豊田市区長会    ・公益財団法人 豊田市国際交流協会
・中日新聞社    ・豊田都市整備研究会 
・東海テレビ放送株式会社   ・豊田商工会議所青年部
・日本民謡研究会          ・藤岡商工会 
・ＹＩリフレッシュＡＧ        ・小原商工会 
・協同組合 豊田市鉄工会   ・足助商工会 
・事業所代表 トヨタ自動車株式会社  ・下山商工会 
・連合愛知豊田地域協議会         ・旭商工会 
・豊田ホテル旅館組合           ・稲武商工会 
・名古屋鉄道株式会社     ・あいち豊田農業協同組合 
・一般社団法人 ツーリズムとよた          ・公益財団法人 豊田市文化振興財団 
計 ３4名 
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■スケジュール 
時 期 委員会・幹事会 部会・関係団体など

令和元年 10月～ 踊り部会
10月 23 日（水）第１回幹事会 【基本計画審議】
10月 30 日（水）第１回実行委員会【基本計画策定】

令和 2年 1月 30 日(木) 第２回幹事会 【実施計画審議】
２月 6日(木) 第２回実行委員会【実施計画策定】

      5 月 21 日（木）第３回幹事会 【実施計画（確定版）審議】

      5 月 28 日（木）第３回実行委員会【実施計画（確定版）策定】

6 月 13日(土)
～９月 5日(土）マイタウンおいでん 各部会【運営協議】 

9 月 26日(土) おいでん総踊り  

9 月 27日(日) 花火大会  

10月11日（日）おいでん総踊り中止時の振替開催（会場：スカイホール豊田）

10 月下旬 第４回幹事会 【実施報告審議】
11月上旬 第 4回実行委員会【実施報告策定】各関係団体【反省会】

※毎月、マイタウンおいでん連絡協議会を開催します。 
※実行委員会の前には、その都度幹事会を開催します。
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１ 全般について 
（１）位置づけ 
ア マイタウンおいでん 
マイタウンおいでんは、市内の複数会場で開催されるおいでんまつりです。踊り連
による「おいでん踊り」と、次世代に受け継がれていくまつりを目指し、就学前の子
どもたちが参加する「リトルおいでん」を行います。

    開催団体は、各地区のマイタウンおいでん運営委員会で、豊田おいでんまつり実行
委員会は、開催を支援します。 

  イ おいでん総踊り 
おいでん総踊りは、中心市街地で開催するおいでんまつりです。市民が豊田市の素
晴しさを再認識し、自分たちのまちを好きになる「WE LOVE とよた」が体感で
きるまつりの演出を行います。マイタウンおいでんで活躍した踊り連による「おいで
ん踊り」と「リトルおいでん」を行います。

（２）実施団体   
ア マイタウンおいでん 
各地区のマイタウンおいでん運営委員会 

 イ おいでん総踊り 
豊田おいでんまつり実行委員会

■スケジュール ※関係機関と協議・調整を行います。
日 程 内 容

１月  ６日(月)～
１５日(水） マイタウンおいでん開催団体受付 

３月２３日(月)～
５月 ８日(金)

踊り連・リトルおいでん・おいでんアートの参加申込受付 
※総踊り直接参加希望の中高生連は 9月１日（火）までの受付

５月１８日(月) マイタウンおいでん参加連の発表（ＨＰで発表）
５月１８日(月)～

２５日(月) マイタウンおいでん追加申込受付（未定） 

５月２６日(火) マイタウンおいでん追加参加連の発表（ＨＰで発表）（未定）
６月１日(月)～

５日(金) リトルおいでん踊り位置抽選 

6 月１３日(土)～
９月5日(土）マイタウンおいでん（１６会場） 

９月７日(月) おいでん総踊り参加連の発表（ＨＰで発表）
９月１０日(木) おいでん総踊り参加連説明会、踊りスタート位置抽選会
９月１７日(木) おいでん総踊りスタート位置の発表（予定）
９月２６日(土) おいでん総踊り 

１０月１１日（日） おいでん総踊り中止時の振替開催（会場：スカイホール豊田）

Ⅰ 踊りについて 
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（３）踊り連の募集 
踊り連の募集は、実行委員会が一括して行います。
「リトルおいでん（未就学児により構成）」、「子ども連（連の半数以上が小学生以下
の子どもで構成された連）」、及びそれ以外の「一般連」を募集します。 
「子ども連」及び「一般連」は、「ベーシックスタイル（ポップ、ディスコ、民踊）」
と「フリースタイル」に分けて募集します。 
会場面積等による管理規模を超えた申込みがあった場合は、踊り連の希望を踏まえ、
実行委員会で調整します。

（４）踊りの審査 
ア マイタウンおいでん 
マイタウンおいでん運営委員会は、各賞を決める審査を独自の基準で行います。
豊田おいでんまつり実行委員会は、マイタウンおいでんにおいて、踊り連の振付や
衣装を事前にチェックします。踊り連募集要項の禁止事項に該当するような踊り連に
は、注意をします。 
イ おいでん総踊り 
豊田おいでんまつり実行委員会は、上記（３）に定める部門ごとに審査を行います。

（５）踊りの普及活動 
 踊り普及のため、ベーシックスタイルの振付動画をインターネットで見られるように
するほか、練習会の開催を検討します。 

（６）おいでんＣＤ販売 
豊田おいでんまつり実行委員会事務局（豊田市役所産業部商業観光課内）のほか、市
内ＣＤショップ２店舗（ミュージックショップリバー Ｔ－ＦＡＣＥ店、ＴＳＵＴＡＹ
Ａ ＦＡＳもとまち店）で取り扱っています。 
※販売予定期間：６月上旬～１０月２日（金） 

（７）マイタウンおいでん連絡協議会 
各地区におけるマイタウンおいでん運営委員会の情報共有や意思統一、共同宣伝、相
互サポート等を行うために協議会を設置します。豊田おいでんまつり実行委員会は、協
議会の運営等に対して支援を行います。

２ マイタウンおいでんについて 
（１）開催団体 

開催団体であるマイタウンおいでん運営委員会は、自治区、商店街、踊り連等により
構成されており、会場づくりからまつりの運営までを行います。 
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（２）会場及び開催日時（予定） 
１６会場を予定（前回から 2会場増加、１会場減少） 

開催日 開催団体 会場
６月１３日(土) いけいけ鞍ヶ池おいでんまつり 鞍ケ池公園 芝生広場 

６月２０日(土) 
踊ろ舞！おいでん小原 小原交流館第２駐車場
エコフルタウンおいでんまつり とよたエコフルタウン 

6 月２７日(土) 

元祖 おいでん上郷！２０２０ 柳川瀬公園多目的広場

おいでん香恋の里しもやま 下山トレーニングセンター 

足助地区おいでんまつり 市営足助宮町駐車場

7月 ４日(土) 
おいでんまつり松平 松平運動広場 

稲武おいでんまつり２０２０ 稲武福祉センター多目的広場 

7 月 ５日(日) おいでんあさひ風鈴まつり 豊田市役所旭支所 駐車場

7 月１１日(土) ふじおかおいでん夏まつり 藤岡コミュニティ広場 

７月１２日(日) マイタウンおいでん高岡 高岡運動広場 

８月２２日(土) 
ほみにおいでん ２０２０ 保見運動広場
IYOIYOおいでん GAZA南広場 

８月２９日(土) 
猿投おいでん夏まつり 豊田市運動公園 芝生広場 
大林納涼祭
”ほ～いおいでん大林２０２０” 大林公園 

９月 ５日(土) 豊スタおいでん夏まつり２０２０ 豊田スタジアム東イベント広場

（３）雨天時等の対応 
雨天の場合、順延、もしくは会場を変更して開催します。ただし、荒天等何らかの事

情で中止になることもあります。 

（４）観客・参加者数の目標 
   延べ観客数  ３５，０００人（前回実績２１，９８０人） 
   延べ参加者数  ５，０００人（前回実績  ３，７６０人） 

※リトルおいでんを含む。 

（５）運営計画 
ア 豊田市内で、３００人以上の踊り連の受け入れが可能な会場とします。 
イ 踊り連は、４列縦隊で前進しながら踊り、１名から参加可能です。ただし、おいで
ん総踊りは１２名未満の場合、審査対象外となります。 
ウ 荒天等の事情でマイタウンおいでんに参加できなかった場合は、映像等を提出して
いただく場合があります。
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（６）マイタウンおいでん共同事業「くるくるおいでんビンゴ」について 
  ア 各会場に設置されたスタンプをビンゴカードに押し、一列揃えると一回抽選に参加

できます。 
  イ 抽選会と景品の受け渡しは９月２６日（土）おいでん総踊り当日に行う予定です。

３ おいでん総踊りについて 
（１）開催日時 

開催日 開催時間 場 所 行事内容

９月２６日（土） 17:00～
（予定） 名鉄豊田市駅東側一帯

・オープニング 
・リトルおいでん
・おいでんアート
・おいでん踊り

（２）おいでん総踊り会場
踊りコースは駅前停車場線及び竹生線とします。
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（３）観客・参加者数の目標 
  観 客 数  １２０，０００人 （第 49回実績１１５，０００人） 
  参加者数    ４，０００人 （第 51回申込   ３，５０４人） 

※リトルおいでんを含む。 

（４）会場計画 
ア 豊田参合館北側広場及び駅前ロータリー周辺のペデストリアンデッキ上に、まつり
本部、インフォメーション、迷子センター、警備本部、警察署現地本部を設置します。 

イ 名鉄豊田市駅前周辺に観覧席を設けます。 
ウ まつり支部及び救護所を踊りコースの適所に設置します。 
エ 仮設トイレの設置や、大規模店等へのトイレ使用の協力依頼により、十分なトイレ
数を確保します。 

オ 踊りコースは駅前停車場線及び竹生線とし、中心市街地の活性化に努めます。
カ まつりを盛り上げるため、名鉄豊田市駅前ロータリー及び喜多町３丁目交差点に 
ステージを設置します。 
キ 設営前に安全対策として会場内を点検し、危険箇所の修復を各所管に要請します。

（５）演出 
ア 会場内のステージを活用し、マイタウンおいでん代表連による演舞、「ＷＥ ＬＯ
ＶＥ とよた」のＰＲ等を実施します。 
イ 観客も一緒に踊ることができるエリアとして、「飛び入り連」を設けます。 

  ウ 以下の各賞を設けます。 
おいでん大賞、優秀賞、トヨタふれあい大賞、中高生大賞、チビッコ大賞、入賞、 
ポップ誕生記念賞、個人賞、おいでんアート大賞、おいでんアート準大賞

（６）総踊り
踊り連が対面パレード形式（左回り）により 

踊りを行います。
１３、１４曲目は踊り連全員でベーシックスタイル 
のポップを踊る時間とします。 

プログラム（調整中） 
第１クール 踊り４曲
休憩（５分） 

第２クール 踊り４曲 
休憩（７分４０秒） 
第３クール 踊り４曲 

審査発表 

ベーシックスタイルのポップ ２曲 

表彰式（ステージにて、大賞連のみ）

アンコール 総踊り１曲 
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（７）リトルおいでん 
未就学の子どもたちが参加する場として、リトルおいでんを行います。
子どもたちの安全や負担、見やすさを考慮し、駅前停車場線及び竹生線にて、行進せ
ず定位置にて歩道側に体を向けて演技する形とします。 

（８）おいでんアート 
おいでん総踊りの会場を彩る作品を募集し、踊り連と一緒に踊りコースを回ります。
また作品の審査・表彰を行います。

（９）開催・中止の判断及び中止時の対応 
ア 雨天決行としますが、台風・雷等により、運営上支障をきたす恐れのある場合は、
関係機関と協議の上、当日正午までに開催・中止を判断します（実施決定後の気象変
化等により中断または中止することもあります）。 
イ 光化学スモッグ注意報が発令中の場合は、リトルおいでん開始１時間前にリトルお
いでんの中止決定を行います。
ウ 開催・中止の案内は、公式ホームページ、公式 Instagram 及びテレホンサービス
で行い、同時にひまわりネットワーク、その他のメディアに情報提供します。
エ 市公式ツイッター等の活用により、細やかな情報等を最適かつスピーディーに情報
発信します。 

  オ 第 50 回、51回と２年連続台風の影響で中止となったことを考慮し、第 52回にお
いては、おいでん総踊りが中止になった場合、令和 2年 10 月 11 日（日）にスカイ
ホール豊田で振替開催を実施します。 

（10）魅力向上
  ア 若者を中心とした踊り連（中高生連）について、おいでん総踊りに直接参加できる

仕組を PRします。 
イ 「トヨタ元町工場夏まつり」と連携し、おいでん総踊りに直接参加できる仕組を継
続します。 

（11）その他 
収入確保に向けた会場設置物への広告掲示等の可能性を検討します。 
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１ 位置付け 
  豊田おいでんまつりを締めくくる伝統のある花火大会です。 
  日本有数の花火師による芸術性の高い花火の打上げや、安心安全な花火大会の会場運営
を行うとともに、「ＷＥ ＬＯＶＥ とよた」を合言葉に、市内企業や市民を中心に協賛及
び運営に協力いただくことで、市民が愛する花火大会を目指します。

２ 開催日時 
開催日 開催時間 場所 行事内容

９月２７日（日） 19:10～21:00 
（予定） 白浜公園一帯 

・打ち上げ花火 
・仕掛け花火 
・手筒花火

３ 会場計画 
ア 安全に花火大会が運営できるよう、関係機関と協議・調整を進めます。 
イ 名鉄豊田市駅前から豊田大橋西側堤防道路までの区域において、観覧者が集中し滞留
が発生しているため、観覧者の分散対策を行います。

ウ 矢作川河川敷の地形を活かした、効果的な配席計画を検討します。 
 エ 協賛エリア内を「ＷＥ ＬＯＶＥ とよた」のロゴマークやのぼり等で装飾するほか、 
収入確保に向けた会場設置物への広告掲示等の可能性を検討します。 

花火大会会場図（案） 

Ⅱ 花火について 

事前場所取り
エリア

協賛席

自由観覧 
エリア

立入 

禁止区域 

仕掛け 

豊田市駅

豊田 

スタジアム 

事前場所取り
エリア

自由観覧 
エリア

協賛席

打上げ

区域 

国
道
１
５
３
号

協賛席 
（スカイホール豊田） 
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４ 演出 
ア 「ＷＥ ＬＯＶＥ とよた」を取り入れた演出を検討します。 
イ 国内有数の複数の花火師に依頼し、芸術性の高い花火を打ち上げます。 
 《打上計画（予定）》 
（１） オープニング 
（２） スターマイン（法人協賛） 
（３） 打上花火（法人協賛） 
（４） 仕掛け花火 
（５） 地元花火師紹介創作花火 
（６） 手筒花火 
（７） 日本煙火芸術協会花火 
（８） おいでん大スターマイン 
（９） メロディ花火 
(10)   ワイドスターマイン 
(11)  ナイアガラ大瀑布 

５ 観覧席 
（１）協賛席 
ア 白浜公園に新設されたデッキなどを利活用した配席計画を検討します。また、会場
内の混雑対策として、入退場ゲートの変更を検討します。
イ スカイホール豊田のオープンデッキを活用した観覧席を設置します。 

（２）協賛席以外 
  ア 白浜公園の芝生部分の一部を、事前場所取り可能エリアとして開放します。 

また、多くの人が安全に花火を楽しめられる観覧エリアの確保に努めます。 
  イ 全ての方に配慮した花火大会の会場運営を行います。

６ 開催・中止の決定、周知 
（１）雨天決行としますが、台風等の荒天時、大雨や暴風警報が発令中の場合は、関係機関
と協議し、当日の正午までに開催・中止を決定します。（中止の場合は順延しない。） 

（２）連続的又は断続的な降雨により、河川が増水し危険が高まった場合は、関係機関と協
議して開催・中止を決定します。 

（３）開催・中止の案内は、公式ホームページ、公式 Instagram 及びテレホンサービスで
行い、同時にひまわりネットワーク、その他のメディアに情報提供します。

（４）市公式ツイッター等の活用により、細やかな情報等を最適かつスピーディーに情報発
信します。 
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１ 警備体制 
すべての人が安全で安心して楽しめるための警備計画を作成し、自主警備を行います。
警備にあたっては、豊田市消防団、豊田市消防本部、豊田市青少年相談センター、豊田
警察署などの協力をいただき、連携して警備を行います。

２ 交通対策 
（１）各公共交通機関と連携し輸送力強化を図るとともに、公共交通機関での来場を啓発し
ます。

（２）バス及びタクシー乗降場は、関係機関と協議し適切な場所に移動します。
（３）臨時駐車場は、中心市街地近郊の小中学校等にグラウンド使用を依頼します。
（４）公共交通機関の円滑な運行のため、交通関係者との対策会議を実施します。

３ 交通規制 
おいでん総踊り及び花火大会の開催のため、自治区や関係機関と調整を図り、適切な交
通規制を実施します。 
（１）おいでん総踊り  

交通規制エリア 規制時間
スタジアムアベニュー（駅前停車場線）及び竹生線一帯 16:30～21:30

（２）花火大会 
交通規制エリア 規制時間

立入禁止区域 9:00～23:00
豊田大橋 13:00～22:30
白浜堤防道路 13:00～22:30
喜多町５丁目～停車場線 16:30～22:30

４ 安全対策 
（１）緊急対策エリアのより安全で効果的な運用を図ります。 
（２）花火大会における周辺道路について、カラーコーンなど資機材を活用した路上駐車対
策を検討します。 

（３）花火大会における駅前の混雑解消については、観客の分散誘導など関係機関と調整・
検討します。 

（４）花火大会における交通規制エリアについて、歩行者への安全対策を検討します。

Ⅲ 警備について 
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１ 運営体制 
まつりの運営は、５１、５２、５３回の運営の内申を受けた事業者を中心に実施します。 
加えて、市民、企業、団体などに呼びかけ、市民・事業者・行政の共働により運営を行
います。 

２ 救護体制   
（１）おいでん総踊り・花火大会とも、救護所（ＡＥＤ、車イス、担架及び救急医薬品等を
配備）、消防署現地本部を設置し、警備本部には、市消防本部の職員等を配置します。

（２）傷病者移送ルートの確保や緊急車両等の規制区域内への進入は、警備員を配置して、
適切な対応を行います。

３ 熱中症等暑さ対策 
（１）おいでん総踊りでは、暑さにおける開催基準を設定するほか、各踊り連が水分補給を
すぐに取れるような体制及び暑さ対策に配慮した会場づくりを実施します。

（２）花火大会では、来場時に飲料水の持参を呼びかけるなどの対策を実施します。

４ 環境（ごみ）対策 
ごみの散乱を改善できるよう、ごみステーションの設置位置の見直しや、来場者へのご
み捨てマナー向上の啓発を図ります。 

５ 屋台広場
おいでん総踊り花火大会ともに、屋台広場を設定します。 
おいでん総踊り（挙母神社）
花火大会   （八幡公園、豊田スタジアム、スカイホール豊田） 

６ ボランティアスタッフ 
市内企業、市内大学・高等専門学校、ボランティア団体及び個人へ参加協力を呼び掛
けます。 

Ⅳ その他会場・運営について 
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１ 位置付け 
豊田おいでんまつりへの協賛を依頼することで、まつりのＰＲ及び財源確保に努めます。

２ 協賛目標金額
  ８４，０００千円 （前回実績７８，３７４千円） 

３ 協賛内容 
（１）法人協賛 

ア うちわ、タオル、公式ガイドなど、まつりを盛り上げるために効果的なグッズを
作成します。 
イ 公式サイトへのバナー広告やおどり会場の盛り上げなど、まつりの盛り上げに関
する協賛メニューを設定します。 
ウ 通常の花火に加え、仕掛け花火、スターマインの打上げを協賛企業へ依頼します。 
エ 協賛を活用した観覧プランを、旅行会社等へ提供します。
オ 一部の協賛において、協賛の返礼として花火大会協賛席入場券を進呈します。 

（２）個人協賛 
ア 一般受付に先駆けて、市民先行受付を実施します。

   イ 幅広く支援いただくため、インターネットに加えて、電話及びコンビニエンスス
トア等での受付を行います。

   ウ 協賛の返礼として花火大会協賛席入場券を進呈します。 

（３）その他 
協賛メニューや協賛単価の見直しなど、必要な財源を確保するための方策を検討しま
す。 

■法人協賛（ＰＲグッズ・広告）※予定 
協賛内容 一口当り 金額 備考

公式ガイド広告 
1/3Ｐｶﾗｰ 200,000 円 市内 15万部配布
1/6Ｐｶﾗｰ 100,000 円 同上
1/24Ｐｶﾗｰ 40,000 円 同上

公式サイトバナー広告 50,000 円
うちわ 300本 30,000 円

タオル 140 本 40,000 円 ※前回は、30,000 円 

ＰＲブース 150,000 円～

豊田市駅前ステージ看板 90×30cm 30,000 円 おいでん総踊りの ステージ前面に社名掲載

Ⅴ 協賛について 



14 

■法人協賛（花火） 
協賛内容 金額

法人花火 6,500円 
販売促進用 60,000 円 
打上花火 200,000 円 
仕掛け花火 500,000 円 
スターマイン 600,000 円 
おいでん大スターマイン 50,000 円、100,000円、300,000 円 

■法人協賛（その他） 
協賛内容 備考

賞金 マイタウン、総踊り
賞品 総踊り
その他 新聞折込等

■個人協賛（市民先行）
返礼内容 金額

花火大会協賛席入場券 

イス（北） 4,500円
４人マス（北） 14,000 円
２人マス（北） 7,000円
２人マス（南） 7,000円
２人マス(堤防・南) 10,000 円
スカイホールペア 13,000 円
４人マス（北）・メッセージ花火打上 68,000 円
４人マス（北）・手筒 56,000 円

■個人協賛（一般） 
返礼内容 金額

花火大会協賛席入場券 

イス（北） 5,500円
イス（南） 5,500円
４人マス（北） 18,000 円
２人マス（北） 9,000円
２人マス（南） 9,000円
２人マス(堤防・南) 12,000 円
スカイホールペア 15,000 円
４人マス（北）・手筒 60,000 円
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４ スケジュール 
時 期 内 容

２月～５月上旬 スターマイン等協賛者へ協賛内容の説明及び 
新規スターマイン等協賛者の募集

４月上旬～ 関係機関に協賛募集チラシを配布 
前回協賛者へ協賛案内の実施

４月上旬～5月下旬 法人協賛受付  

４月中旬～５月下旬 個人協賛（市民先行）受付

6 月上旬～9月下旬 個人協賛（一般）受付 
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１ 事業費 
市負担金、協賛金を主な財源として、総事業費を約２８２，１５０千円程度と想定し、
まつりを実施します。 

２ 総務 
業務が集中する期間において、豊田おいでんまつり専任の臨時職員を１名雇用します。

3 広報宣伝計画 
（１）広 告 

メディアを使った宣伝については、事業費が厳しい中、効果を十分に見極めながら行
います。 

   ア 新聞広告及びテレビでの告知を行います。
   イ ポスターの作成・配布を行います。
   ウ 公式ガイドの作成・配布を行います。
   エ バス・電車等での車内吊り告知を行います。

（２）広 報 
市広報や報道紙面での取り上げ等「パブリシティ」やＳＮＳの積極的な活用により、
市民をはじめ、広くまつり開催情報や協賛募集の告知、魅力発信を行います。

   ア 広報とよた、報道紙面等への情報掲載をします。 
   イ 公式ホームページ、公式 Instagram 及び市の公式ツイッターなどのＳＮＳを積

極的に活用し、幅広くかつスピーディーに情報発信します。 
ウ 県内外の情報誌、インターネット等への情報提供をします。 

   エ ＴＶ、ラジオで情報発信をします。 

＜おいでんまつり公式 Instagram ネームタグ＞ 

Ⅵ 総務・広報・宣伝について 

Instagramのアプリから読み取ることができます 

フォローをお願いします


