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東浦町 第24回於大まつり概要 

■第24回 東浦町 於大まつり概要 

●日 時 平成29年4月15日（土） 9：20～15：30 
 
●会 場 於大のみち、於大公園 
 
●主 催 東浦町於大まつり推進協議会 
 
●共 催 東浦町・東浦町観光協会 
 
●内 容 ①於大行列  
       出発式 
       於大行列、水野家行列 
       東浦町商工会行列 
     ②火縄銃演武 
     ③式典 
 
     ④於大公園ステージイベント 
     ⑤物産展・バザー他 

出演時間 演目 団体 

１ 10：00～10：10 ダンス ファミリキッズダンス 

２ 10：15～10：25 太極拳 太極拳美花同好会 

３ 10：30～10：50 バトン・金管バンド 藤江・方葩小学校 

４ 10：50～11：20 火縄銃演武 長篠・設楽原鉄砲隊 

５ 11：30～12：15 於大まつり式典・記念撮影 

６ 12：20～12：30 
パフォーマンス 
かりんとう投げ 

愛知戦国甲冑隊 
東浦町商工会手づくりよ
ろいの会 

７ 12：35～12：45 
春の交通安全キャン
ペーン 

半田警察署 

８ 12：50～13：00 体操 石浜体操クラブ 

９ 13：05～13：15 獅子舞 卯ノ里獅子舞連 

１０ 13：20～13：30 踊り 
東浦音頭・小唄・踊り保
存会 

１１ 13：35～13；45 唱歌演奏 Trip  nostalgic 

１２ 13：50～14：00 
弾き語り・手話コー
ラス 

村松愛子with手話サーク
ルなかよしこよし 

１３ 14：05～14：15 ダンス 
KAKOスマイルフィット
ネス 

１４ 14：20～14：30 フラダンス プアレレ 

１５ 14：35～14：45 ギター＆ボーカル 
ゆでたまご（敬愛苑 東
浦） 

１６ 14：50～15：00 ダンス 子どもダンススクール 

■於大公園 ステージイベント 
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■出陣行程 

於大行列（於大姫） 

平成29年4月15日（土） 

 

 8：00 東浦町商工会館集合 

 8：40 全体朝礼、記念写真撮影 

 9：20 行列出発 

11：00 行列終了 

 

12：20 ステージ出演 

      総大将挨拶 

      陣中かりんとう投げ 

14：00 帰着 

     解散 

番 隊 
武 
将 

補助
員 

１ 総大将 近藤成章大将 １ 

2 奥方隊 2 

3 ISO零番隊 七種援軍大将 1 

4 鳴海甲冑同好会 10 

5 岡崎手作り甲冑隊 10 

6 豊田寺部武将隊 12 

7 森松武将隊 8 

8 木曽川町武将隊 5 

9 なかむら武将隊 3 

10 鯱龍太鼓隊 ６ 

11 愛知戦国機動隊 8 

12 スタッフ ３ 

合 計 ６６ 3 

愛知戦国甲冑隊総勢 69 

地
元 

東浦町手づくりよろいの会 
子ども隊含む 

主催者参加 

■甲冑隊陣容 

愛知戦国甲冑隊出陣概要 

■於大行列の全体隊列 

バトン・金管バンド 

長篠・設楽原鉄砲隊 

来賓行列（陣羽織） 

水野家行列（武将隊） 

於大親衛隊 

東浦武将隊 

少年武将隊 

マスコット隊 

けいさつ機動武将隊 

近藤産興鯱龍太鼓隊 

愛知戦国甲冑隊 

東浦音頭小唄踊り保存会 
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第24回於大まつり参加者集合写真 
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愛知戦国甲冑隊 
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愛知戦国甲冑隊 出陣 

於大まつり出陣 
「しゅっ たあーーつ！！」 
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愛知戦国甲冑隊 出陣 
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愛知戦国甲冑隊 行軍 
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愛知戦国甲冑隊 行軍 



12 

愛知戦国甲冑隊 行軍 
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愛知戦国甲冑隊 行軍 
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愛知戦国甲冑隊 行軍 
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愛知戦国甲冑隊 行軍 

森松武将隊 
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愛知戦国甲冑隊 行軍 

豊田寺部武将隊 
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愛知戦国甲冑隊 行軍 

岡崎手作り甲冑隊 
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愛知戦国甲冑隊 行軍 

鯱龍太鼓隊 
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愛知戦国甲冑隊 行軍 

七種援軍大将と鳴海甲冑同好会 
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愛知戦国甲冑隊 行軍 

七種援軍大将となかむら武将隊 
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愛知戦国甲冑隊 行軍 

七種援軍大将と岡崎手作り甲冑隊 
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愛知戦国甲冑隊 大村知事と勝ち鬨 
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愛知戦国甲冑隊 大村知事との記念撮影 
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愛知戦国甲冑隊 行軍途中の集合勝ち鬨 
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愛知戦国甲冑隊 行軍 
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愛知戦国甲冑隊 行軍 
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愛知戦国甲冑隊  
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愛知戦国甲冑隊 揃踏み 
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愛知戦国甲冑隊 ステージ揃踏み 

愛知戦国甲冑隊 総揃い 
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愛知戦国甲冑隊 ステージ揃踏み 

七種援軍大将／近藤総大将／今津昭大将（水野家当主水野信元役） 
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愛知戦国甲冑隊 ステージ揃踏み 
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近藤総大将のあいさつ 

愛知戦国甲冑隊 ステージ揃踏み 
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七種援軍大将のあいさつ 

愛知戦国甲冑隊 ステージ揃踏み 
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愛知戦国甲冑隊 ステージ揃踏み 

盛り上りを見せた 
「陣中かりんとう投げ」儀式 
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愛知戦国甲冑隊 ステージ揃踏み 

戦勝祈願の最後の勝ち鬨上げ 


