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回数 平成２９年 催事名 参加人
数 

主催者 備 考 

★  ２月２５日（土） 幹部会 31 愛知戦国甲冑隊事務局 年次総会 

１  ４月１５日（土） 第２４回東浦町於大まつり 190 
東浦町、東浦町於大まつり推
進協議会 
東浦町観光協会 

東浦町長が馬上で行軍 
東浦隊と子ども隊は、別途主催者出場 
（約120名） 

２  ５月 １日（月） 交通死亡事故を斬る!!特殊詐欺を斬る!! 30 南警察署 
出陣は、近藤大将ほか、警察署長・警
察官・ボランティア参加（26名） 

３  ５月１４日（日） 桶狭間古戦場まつり・万灯会 195 桶狭間古戦場まつり実行委員
会 

桶狭間古戦場保存会と子ども隊は、総
勢69名も参加 

４  ７月２２日（土） 第６２回中川金魚まつり 100 中川金魚まつり実行委員会 
中川子ども隊25名も参加 
三英傑がデビュー 

５  ９月１７日（日） 第３４回木曽川町一豊まつり 39 木曽川町一豊まつり実行委員
会 

パレード中止（雨天） 
式典には有志が出席 
有志で「田楽パーティ」開催 

１０月 １日（日） ケーブルフェスタ２０１７ 15 ケーブルテレビ事務局 NHK BSプレミアムの公開録画 

６ １０月２８日（土） 第２８回中村区区民まつり 中止 中村区区民まつり実行委員会 開催中止（雨天） 

７ １１月２５日（土） 豊田市駅前ビルオープンイベント 47 豊田市 
駅前ビル「KiTARA」オープンの祝賀出

場 

８ 
１１月３０日（木）～
１２月２８日（木） 

南警察署年末特別警戒キャンペーン装飾 3 南警察署 
南署ロビーの提灯装飾と点灯式 
警察署員約30名参加 

９ １２月２４日（日） 家康公生誕祭 提灯行列 80 家康公生誕祭実行委員会 一般市民の提灯行列の先導 

延べ参加人数 730 
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平成2９年のトピックス 

■2９年２月 「桶狭間のニュース」２題 

 中日新聞では「桶狭間塾の開講」が話題に！  

桶狭間古戦場保存会が企画し一年間で８回開く。初回は、会の梶野幸男

ガイド部長が概要説明を行った。 

 毎日新聞では「我こそ桶狭間の戦い場所の「本家」を主張！ 

NHKの大河ドラマ「おんな城主 直虎」の前半戦のクライマックスが

「桶狭間の戦い」となっていることから、観光客を呼び込む前哨戦の火

花を散らした。 

■2９年４月 於大まつり 町長の馬上行軍！ 

 毎年盛り上げりを見せている「於大まつり」で。今回第24回は、市

長が馬に乗って先導役を務めた。 

 地元の子ども武将隊と東浦町手づくりよろいの会とともに約120名

の参加となり、愛知戦国甲冑隊と合わせ、約190名の規模となった。 

馬上の東浦町長 

総勢189名の甲冑隊の揃い踏み 

桶狭間塾の開講記事 

桶狭間の戦地論争記事で
盛り上げる 

3 



平成2９年のトピックス 

■2９年５月 桶狭間まつり  

 恒例のかりんとう投げに歓喜！ 

 桶狭間まつりでは、ステージでのクイズ大会とかりんとう投げが

恒例となり、参加者たちは歓喜の声をあげて参加した。 

かりんとう投げ 

■2９年５月 南警察署広報キャンペーン  

 愛知県警察広報大使 ボイメンと出陣！ 

 南署はアイドルグループの「BOYS AND MEN」と、交通事故や

特殊詐欺の被害防止キャンペーンのため「事故を斬る！詐欺を斬る！」

として呼びかけを行った。 

キャンペーンでドライバーに
配布されたチラシ 

ボイメンとともに南署で気勢をあげた 

各隊の大将から投げられる「陣中かりんとう」 
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平成2９年のトピックス 

■2９年５月 甲冑レンタルのチラシ発行！  

 近藤産興（株）は、大須の「億萬石」を拠点に甲冑の普及に努めているが、この度「甲冑レンタル」

のチラシを発行した。レンタル料は、フルセットで一日15,000円から。 
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平成2９年のトピックス 

■2９年７月 中川金魚まつり 

 愛知戦国甲冑隊に「三英傑」がデビュー！  

 甲冑隊メンバーの中で「近藤産興機動部隊」から選抜された若武

者三人が、「信長、秀吉、家康の三英傑」として初登場した。 

 左：徳川家康公（成田さん）  
中央：織田信長公（岡安さん） 
 右：豊臣秀吉公（持留さん） 

■2９年9月 木曽川一豊まつり  

 今年も盛り上がった「かりんとう投げ」！  

 一豊まつりは雨天のためパレードが中止となったが、式典は開催

された。クライマックスでは、恒例となった「かりんとう投げ」が

行われ、雨天にかかわらず300人以上の参加者が楽しんだ。 

近藤総大将と木曽川隊が中心となって 
かりんとう投げで盛り上がった 
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平成2９年のトピックス 

■2９年10月 ケーブルフェスタ 

 NHK公開録画に甲冑隊出演！  

 NHK BSプレミアム ザ・穴場ツアーCATVネットワークの番組の

公開録画に出演した。司会は、お笑いタレントの「U字工事」のお二人。 

 1時間の番組での公開録画の収録で、甲冑隊は12名が出演。 

放送は、29年11月４日１８:００ BSプレミアムで放映された。 

司会の「U字工事」氏からインタビューを受ける甲冑隊のメンバー 

■2９年11月 豊田市駅前の活性化に一役！  

 駅前再開発ビル「KiTARA」のオープンに、甲冑隊が駆けつけ、

駅前のにぎわい創出に参加し盛上げた。 

上は、駅前再開発ビル「KiTARA]全景 
下は、商店街を練り歩く甲冑隊 
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平成2９年のトピックス 

■2９年11月 南署年末特別警戒キャンペーン応援 

 「南町奉行所」御用提灯装飾と点灯式！  

 近藤産興（株）は南警察署から協力要請を受け、年末特別警戒キャ

ンペーンPRのため、南署を「南町奉行所」に見立て、大提灯と御用提

灯を寄贈した。 

 あわせて点灯式に参加し署員30名とともに、勝ち鬨をあげキャン

ペーンの成功を祈願した。 

南署前の大提灯で「御用だ！」と署長の気勢 

南署長と近藤大将、署員30名で点灯式 

家康公生誕祝い太鼓祭り（家康館前） 

■2９年12月 家康公生誕祭  

 「八丁味噌樽太鼓」で出迎え！ 

 地元有志と岡崎隊が協力して製作された「八丁味噌樽太鼓」で、

提灯行列の市民を、お出迎えした。 

提灯行列では、岡崎公園大手門で「八丁味噌樽太鼓」
でお出迎えした。 
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第24回東浦町於大まつり  

しゅっーたあーーつ！！ 

飛び入りの大村知事とともに！ 

平成29年4月15日 
甲冑隊総勢 190名 

（東浦町子ども隊120名含む） 
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第24回東浦町於大まつり   

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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南警察署 交通死亡事故を斬る!!特殊詐欺を斬る!!キャンペーン  

平成29年５月1日 
総勢 30名 

愛知県警察広報大使 BOYS AND MEN with 南警察署甲冑隊 出陣！！ in 2017 
広報キャンペーン 

“交通死亡事故を斬る！！ 特殊詐欺を斬る！！” 

精鋭南警察六武将 BOYS AND MEN 署長と近藤大将 
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南警察署 交通死亡事故を斬る!!特殊詐欺を斬る!!キャンペーン  

街頭キャンペーン 

キャンペーン開始訓示 キャンペーン開始訓示 
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桶狭間古戦場まつり   

平成29年５月14日 
甲冑隊総勢 195名 

（桶狭間子ども隊69名含む） 

甲冑隊195名の行軍 

甲冑隊195名の行軍 

桶狭間子ども武将隊 
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甲冑隊の紹介 

戦国クイズ大会 

クイズに答える子どもたち 

桶狭間古戦場まつり   
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第62回中川金魚まつり   

平成29年７月22日 
甲冑隊総勢 100名 

（中川子ども隊25名含む） 

徳川家康公（成田さん） 近藤総大将と織田信長公（岡安さん） 豊臣秀吉公（持留さん） 

中川子ども隊 

近藤総大将と三英傑 
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第62回中川金魚まつり   

甲冑隊揃い踏み 

子ども隊行軍 
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第３４回木曽川町一豊まつり   

パレード中止／式典開催 
平成29年９月17日 
甲冑隊総勢 39名 

式典に参加した一豊公と家老たち 

式典を見守る甲冑隊 
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第３４回木曽川町一豊まつり   

「陣中かりんとう」投げに、300人の観衆が盛り上がった 

18 



ケーブルフェスタ2017   

平成29年10月1日 
甲冑隊総勢 15名 

１１：４５～ 公開録画  ＮＨＫ ＢＳプレミアム 
 
         ザ・穴場ツアー ＣＡＴＶネットワーク 
         出演：Ｕ字工事 

29年11月4日18:00 
BSプレミアムで放映 

司会の「U字工事」氏にインタビューを受ける甲冑隊 
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司会の「U字工事」氏
にインタビューを受
ける甲冑隊 

公開番組収録終了 
勝ち鬨上げー！ 
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平成29年11月25日 
甲冑隊総勢 47名 

豊田市駅前ビルオープンイベント   

豊田寺部隊の岡田大将あいさつ 

駅前ビル「KiTARA」オープン 

元おもてなし武将隊による演武披露 

甲冑隊大将揃い踏み 
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豊田市駅前ビルオープンイベント   

甲冑隊揃い踏み 

甲冑隊練り歩き 22 



南警察署年末特別警戒キャンペーン装飾と式典   

年末に向けた犯罪防止と交通事故抑止 
～灯せ南区の安心安全の火！南町奉行所御用提灯点灯式～ 

御用提灯装飾壁を背景に、署長より訓示！ 
玄関前は「南町奉行所」として大提灯を設置。 
ロビーには、7個の警戒中赤提灯と36個の御用提灯を
ディスプレイした。 

「南町奉行所」出現！ 
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南警察署年末特別警戒キャンペーン装飾   

玄関前大提灯 

「点灯」！ 

「御用提灯」43個に灯がともされ、一ヶ月間
の特別警戒キャンペーンが開始された 

平成29年11月30日～12月28日 
近藤大将と南署長ほか 30名 

24 



岡崎市 家康公生誕祭提灯行列   

平成29年12月24日 
甲冑隊総勢 80名 

「イエヤスコウイルミネーション」の電飾 

「八丁味噌樽の大太鼓」 
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岡崎市 家康公生誕祭提灯行列   

一般市民の提灯行列隊を先導して甲冑隊が練り歩く 

岡崎公園大手門では、提灯行列隊をお出迎えした 
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