
へきなんの

見ごろの花を

楽しもう！

新型コロナウイルスの影響により、イベントの内容を変更する場合がございます。

何名様でも
利用ＯＫ！

開館時間 9:00～17:00（最終入館16:30）
休館日 毎週月曜日（月曜が休日の場合は翌平日）

有効期限2023年6月末まで

 特別割引クーポン碧南3大花まつり
期間限定

キリトリ✂

キ
リ
ト
リ
✂

割引大人 100円
小人 50円

500円
➡400円

200円
➡150円

入賞作品にはプレゼントも！

#碧南3大花まつり2023

in明石公園

桜まつり
in広藤園

藤まつり
in油ヶ渕遊園地・応仁寺

花しょうぶ
まつり

2023202320232023

H E K I N A N

花 を め ぐ る 旅 、 ぜ ん ぶ 碧 南 で 。

ライトアップ
碧南3大花まつり 各会場で

日没から
夜9時まで！
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❸
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券売機
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明石公園　〒447-0866 愛知県碧南市明石町6-11　☎0566-48-1722

EVENT INFORMATION

矢作川桜づつみ 矢作川堤防沿い
ひまわり村さくら祭りさくら情報

❾キッズコースター 
クジラのクーちゃん
10パターゴルフ
はこちら

4.2（日）10:00～12:30

#碧南3大花まつり2023
詳細は6ページへ

●❶ バッテリーカー場※
●❷ エアファイター
●❸ メリーゴーランド
●❹ 観覧車
●❺ ゴーカート乗り場

●❻ おとぎ列車乗り場 
あかしのポッポちゃん

※バッテリーカー・メロディペットは100円硬貨のみ使用で
きます。のりもの券は使えませんのでご注意下さい。

のりもの一覧（1回100円）

のりもの券は発券機で販売しております。
普通券は1枚100円（販売枚数1枚、3枚、5枚）、
回数券は11枚セット1,000円で1枚おトク！

やわらかな春の色が
届きました
碧南のこども遊園地として親しまれている明石公園にて、約250本のソメイヨシノが見頃を
迎えます。桜の中を走るおとぎ列車や、桜を一望できる観覧車など、春の遊園地ならではの
魅力がたくさん！

・開花状況や天候により、イベント、出店がで
きない場合がございます。
・飲酒をされた方は公園内の乗り物へのご乗
車はご遠慮ください。
・騒音、路上駐車は近隣の方のご迷惑となり
ますのでご遠慮ください。

■桜まつり注意事項
・ゴミは各自でお持ち帰りください。
・公園内でのバーベキュー等の火気の使用は厳禁です。
・イベントの開催日時、内容については変更になる場
合がございます。
・新型コロナウイルス感染予防対策のご協力をお願い
いたします。

●❼ メロディペット※
●❽ サイクルモノレール

●❾ キッズコースター クジラのクーちゃん
●10 パターゴルフ

電車の場合 名鉄三河線北新川駅から西へ500ｍ、徒歩約15分

バスの場合 くるくるバス「明石公園」バス停下車徒歩約2分
※くるくるバスの乗車は無料です。

醸しフェスティバル
かも

碧南市内の醸造業者、飲食店が出店。
醸造品の魅力を再発見！

【時間】10:00～16:00　【場所】観覧車前広場

3.26（日）

※雨天中止（中止の場合は、HPにてご案内）

3.26（日）

明石公園マルシェ
ハンドメイド品等のマルシェを開催。
最大15店出店予定。

【時間】9:00～16:00　【場所】観覧車前広場
※雨天中止（中止の場合は、HPにてご案内）

※雨天中止（中止の場合は、
　HPにてご案内）

ふれあい動物園
さまざまな動物たちとふれ
あうことができるよ！
【時間】10：00～12：00、13：00～15：00
【場所】平和の広場

4.1（土）、2（日）

※雨天中止（中止の場合は、HPにてご案内）

ひまわり村
住所：〒447-0025

碧南市大堤町1-11
問合せ先：0566-41-0865（担当：梛野）

会場

あお
コース

北新川駅 明石公園 北新川駅明石公園
行き

みどり
コース

帰り

碧南海浜水族館の有料入館券の半券をご提示
の方に、回数券1セット購入につき
遊具券2枚をプレゼント！

明石公園で回数券を購入する際…

※碧南海浜水族館の半券サービスは、事務所内の受付カウンター
で行っております。

※招待券の半券は無効です。

碧南海浜水族館に入場する際…
明石公園のりもの回数券の表紙、
または回数利用券発券証明書をご提示の方に、
入場料割引サービス！
大人 500円➡400円
小人 200円➡150円

1会計で
何名様でも
ご利用OK！

くるくるバス時刻表毎日運行！ 紫の時刻 のバスは紫色の車体です。

桜まつり会場アクセス

桜まつり会場MAP

花まつり期間中、日没～午後9時までライトアップ！ ※桜の開花状況により、ライトアップ期間を変更する場合があります。
※カラフルライトアップはさくらの丘の一部のみとなります。

※写真はイメージです

明石公園＆碧南海浜水族館の
おトクな半券提示サービス

桜まつり期間中の3/27（月）と4/3（月）を臨時開園！
明石公園
公式サイトは
こちら

さくらの丘 カラフルライトアップさくらの丘 カラフルライトアップさくらの丘 カラフルライトアップ

3.24(金)～4.6(木)

in明石公園

桜まつり

大道芸パフォーマンスショー
明石公園名物のパフォーマンスショー。楽し
いショーをぜひ見に来てね！

【時間】10:30～16:00
【場所】観覧車前ステージ

カラフル
ライトアップ
カラフル
ライトアップ

4.2（日）

株式会社 青空
移動動物園・アクティブ
愛知県新城市一鍬田畠中44番1
展示/動東第407号
H27.2.9/R7.2.8
氷見 明日香 ※写真はイメージです

しょうぶー
も来るよ！

こっちの
桜もきれい
だぶ～♥

今年からライトアップが
パワーアップしました！
一部、カラフルに

ライトアップされます。
ぜひお越しください。

2 3
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こどもの部 小学生以下
おとなの部 中学生以上

※受付は14時までです。
※画用紙や絵の具はご持参ください。
雨天中止（中止の場合、当日9:00迄に観光協会HPにて案内）
※写生大会優秀作品は碧南市観光協会HPで公開。6/21（水）
～7/17（月）までの期間、無我苑で展示されます。詳しくは碧
南市観光協会HPをご覧ください。

【時間】9：30～15：30
【場所】まつり会場一帯
【料金】無料（参加賞あり）
【備考】画用紙の裏面右下に、

右記の見本通りに名前
などを書いて下さい。

見本広藤園売店

【営業時間】9：00～21：00（喫茶18：00迄）
【休日】無休

名物ふじ羊羹の販売のほか、コーヒーな
どを提供しています。

名物ふじ羊羹
（1本650円）

広藤園 〒447-0029 愛知県碧南市二本木町3-36
 ☎0566-41-0270

南口

北口

広藤園藤棚

バス停
「広藤園西」

売店

Attract
奥山

鷲塚公民館

10台

10台

30台

二本木

P

P

P

＃あんこ
スタンプラリー

＃あんこ
スタンプラリー

・開花状況や天候により、イベントが実施できない
場合がございます。

・騒音、路上駐車は近隣の方のご迷惑となりますの
でご遠慮下さい。

■藤まつり・花しょうぶまつり共通注意事項
・ごみは各自でお持ち帰り下さい。
・イベント開催時間、内容については変更になる
場合がございます。

・新型コロナウイルス感染症対策のご協力をお
願いいたします

北新川駅 広藤園西 北新川駅広藤園西

あお
コース

帰り
みどり
コース

行き

くるくるバス時刻表毎日運行！ 紫の時刻 のバスは紫色の車体です。

藤まつり会場アクセス（くるくるバス時刻表）
くるくるバスで「広藤園西」バス停下車徒歩約1分
※くるくるバスの乗車は無料です。

北新川駅 油ヶ淵遊園地 北新川駅油ヶ淵遊園地

あお
コース

帰り
みどり
コース

行き

くるくるバス時刻表毎日運行！ 紫の時刻 のバスは紫色の車体です。

花しょうぶまつり会場アクセス（くるくるバス時刻表）
くるくるバスで「油ヶ渕遊園地」バス停下車徒歩約1分
※くるくるバスの乗車は無料です。

藤まつり会場MAP
油ヶ渕遊園地 〒447-0083 愛知県碧南市油渕町2-72

花しょうぶまつり会場MAP

EVENT INFORMATION EVENT INFORMATION

銘木工芸展・
漆工芸展
工芸品の展示・販売を
行います。
【時間】10：00～17：00
【場所】西端下区民館
※6/4（日）は16：00まで。

6.2（金）～4（日）

金魚の名産地である弥富市が、
碧南市で金魚すくいを開催！

お茶会
【時間】10：00～15：00
【料金】1席600円
【場所】応仁寺本堂
【席主】宗徧流 杉浦宗時
※感染症対策を行った上で実施します。

6.4（日）

写生大会6.11（日）

【時間】日没から午後9時頃まで

なんば提灯ライトアップ
碧南市に伝わる、花の蕾のよう
な赤い提灯「なんば提灯」が、広
藤園で一夜限りのライトアップ。
いつもと違う幻想的な雰囲気を
味わってみませんか？

※雨天時は開催日を変更する場合
があります。

4.22（土）

お茶会
広藤園でお抹茶を楽しめます。
一服しながら見る藤は格別！
お気軽にお立ち寄りください。

【時間】10：00～15：00
【料金】1席 600円（和菓子付）
【席主】裏千家　永井 宗郁
※感染症対策を行った上で実施
します。
※雨天時は鷲塚公民館で開催。

4.22（土）

写真はイメージです

お茶会5.27（土）～6.11（日）

バス停
「油ヶ渕遊園地」

50台

80台

しょうぶ池

しょうぶ池

藤棚
応仁寺

西端下
区民館

御料理
つりぼり

勤労青少年
水上スポーツセンター

若乃屋⬆

屋台エリア

P

P

ホタルに
会えるかも？

土日は
キッチンカーも
来場！

＃あんこ
スタンプラリー

藤の甘い香りが
園内を包みます

満開の花しょうぶが
夏の訪れを告げます

やとみの金魚
観に来て大作戦!!

【料金】１回200円
【時間】10：00～15：00
【場所】油ヶ渕遊園地内
※雨天中止（中止の場合、当日9:00迄に観光協会HPにて案内）

6.11（日）

4.15(土)～4.30(日)

in広藤園

藤まつり

5.27(土)～6.11(日)

in油ヶ渕遊園地・応仁寺

花しょうぶ
まつり

#碧南3大花まつり2023
詳細は6ページへ

#碧南3大花まつり2023
詳細は6ページへ

名鉄のハイキング
【距離】約11.0km　【時間】約2時間50分

※詳細は「名鉄のハイキング」パンフレット又は名古屋鉄道の
HPをご確認ください。
※津島社にて「三英傑ゆかりの地PRブース」を設置します。

4.15（土）、16（日）

応仁寺 本堂開放
【時間】9：00～16：00
【場所】応仁寺　【内容】パネル展示

2022
入賞作品

写真撮影講習会
花しょうぶを実際に撮影し、一眼レフカメラ、
ミラーレス一眼の写真撮影のコツを伝授！
【時間】10：00～12：00　【定員】20名
【場所】水上スポーツセンター・油ヶ淵遊園地
【講師】studio.N 野田真子（「フリモ

かわら」表紙担当」）

6.4（日）

※要事前予約。５月1日（月）から、定員に達
し次第受付終了。申込は右記コードから。

花しょうぶまつり期間中、毎週土曜日・日曜日は会場にキッチンカーが出店！楽しい大道芸
パフォーマンスショーも開催します！ぜひ見に来てね！

写真はイメージです

ライトアップ
花しょうぶまつり

花まつり期間中、日没から開催

しょうぶー
も来るよ！

「ひろの長藤」として江戸時代より市民に親しまれてきた藤棚「広藤園」にて、1000平方m
の敷地に1.5m以上の立派な花房が広がる、見事な藤と芳香が楽しめます。

西尾駅
スタート
だぶ！

西尾駅➡尚古荘➡西尾市歴史公園（旧近衛邸）
➡すゞや➡西条園あいや本店➡晴日園➡紅樹
院➡高芳園➡広藤園（藤まつり）➡津島社➡碧
南海兵水族館➡碧南市臨海公園➡石川八郎治
商店（九重味淋㈱）➡西方寺➡碧南駅

コース
碧南市宮町５-46大浜熊野大神社

ふじ情報

ライトアップ
藤まつり

花まつり期間中、日没から
午後9時まで点灯！

こっちの
藤もきれい
だぶ～♥

愛知県最大の自然湖沼「油ヶ淵」の北岸に位置する公園、「油ヶ渕遊園地」。
１万8,000平方mの敷地に植えられた80品種・１万３千株の花しょうぶが見頃を迎えます。

しょうぶー
も来るよ！
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碧南市観光協会による審査を行い、碧南市観光協会ウェブサイトで入賞作品を発表します。
各受賞者にはしょうぶーおすすめの品をプレゼント！

●参加店

・グリーンオニオン
・cafe&restaurant 七宝
・農家れすとらん葉菜の舎
・Restaurant&Cafe K庵
・お好み焼 ASAHIYA
・笑売飯場 あすなろ
・やきいも丸じゅん
・小伴天
・石川八郎治商店
・cafeマグノリアの小径
・Bake shop SolSol
・珈琲館 蔵人
・お好み焼 ふくもとや

異なる店舗でスタンプを4つ集める
と応募できます。冊子を掲載店舗
に出すと抽選に応募できます。

紙版

異なる店舗でスタンプ（二次元バーコード）
を3つ集め、WEBで応募できます。WEB
版のみ、花まつり会場にある二次元バー
コードを読むと、ボーナスでスタンプが1個
獲得できます。（残りあんこ2つ！）

WEB版

インスタグラムのしょう
ぶー公式アカウントを
フォロー！
（@show_boo_hekinan）

1

#碧南3大花まつり2023
を付けてあなたの作品を
投稿すれば参加完了！
アカウントは公開設定に
してぶ～！

2

参加方法
❶ 写真の撮影機材、写真に対する加工有
無は問いません。ただし、ドローンや
ラジコンヘリの使用は禁止します。

❷ 応募できるのは、本人が撮影した写真
に限ります。

❸ 人物が写っている写真の場合、必ず許
可を得てからご応募ください。

❹ 応募された作品は、主催者・イベント
関連団体がPR等の目的に使用させて
いただく場合があります。

❺ 受賞に関するお問い合わせにはお答
えいたしかねます。

❻ 賞品の発送は日本国内に限ります。

❼ 主催者が不適切と判断する作品は、審査
の対象外とする場合があります。

❽ 当コンテストによるいかなるトラブルや
損害が発生したとしても、主催者はその
責任を負いません。

❾ 写真撮影に関しては、マナーを守った行
動をお願いいたします。

注意事項

1名

賞品▶食事券・特産品
（あわせて2万円相当）

3名

賞品▶食事券・特産品
（あわせて1万円相当）

10名

賞品▶食事券（3000円相当）

3

4

過去のグランプリ
作品

・珈味香流
・茶亭 風和里
・Attract奥山
・cafe kiyo
・大杉屋弥與八
・食堂コラボ
・わっぱ堂
・豊喜珈琲店
・若乃屋
・広藤園

ハッシュタグ

参加店舗であんこグルメを注文し、スタンプ
を集めると豪華賞品が当たるかも!?
今年の春は花もあんこもスタンプラリーで
碧南のグルメを楽しもう！
スタンプラリーは紙版・WEB版がありま
す。冊子は掲載店舗などで配布しています。
詳細はウェブサイトをご覧ください。
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特別養護老人ホーム

シルバーピアみどり苑

を理念に、これからも安心・安全に
楽しさを提供していきます。

「長寿をたのしむ」
社会福祉法人 長寿会

8：30～17：30（面会時間） 年中無休
〒447-0083 碧南市油渕町3-50
TEL.0566 -48 -7111　http://choujyukai .or.jp/

社会・自然との共生をめざし

地域社会の皆様とともに

企業活動を行なっていきます

「環境・人・もの」が 調和する未来を目指して

本社・港南工場　愛知県碧南市港南町2-8-12　TEL 0566-48-7000
https://www.aisin-sinei.co.jp

協賛企業のご紹介
2023202320232023
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白だしを最初に造った蔵元です。
安心・安全で本物の製造工程をご案内。

お買い物や試食も♪

〒447-0869 愛知県碧南市山神町2-7　☎0566-41-1508　https://www.7fukuj.co.jp

白だしの元祖

七福醸造株式会社

自社保育園完備！
0～2歳児対象
一般の方もOKです！
生き生き働きがいへ

碧南市中後町２-５-２

全国で一番最初のダスキンです。
「キレイにする」「キレイに保つ」
みんなの生活を豊かにするお仕事です♪

は

〒447-0082 愛知県碧南市湖西町 3-84-1
TEL：0566-42-0588　営業時間：17:00 ～ 22:00（O.S.21:00）
月・火・水曜日定休　駐車場 20 台・座席数 70 席

ご要望に合わせて作るコース料理などございます。団体様の宴会では、
送迎バスで送り迎えいたします。オードブル、お弁当などお持ち帰りは
ご予算に応じてお作りいたします。
ご来店お待ちしております。

本場韓国家庭料理

韓KITCHEN 花苑
歓送迎会・宴会・
二次会受付中

にっこりコーン武ちゃん農場の

メロンより
甘い！！

通販サイトInstagram

〒447-0889 碧南市東浦町5-60

☎090-7698-9293
武ちゃん農場

takechan-nojo.com

発送最低糖度16度

こだわりの鮮度保持法



8 9

一般財団法人衣浦港福祉協会
〒447-0844 碧南市港本町1-7　☎0566-48-3551
開館時間 9:00～21:00　休館日 12/29～1/3
http://www.city.hekinan.aichi.jp/kouwan/

会議・研修や宿泊など多目的にご利用できます。
ランドリーを館内に新設し、
ビジネスやスポーツ合宿に最適です。

衣浦港湾会館

食堂コラボ
碧南市坂口町1-59　Tel.0566-48-2654
営業時間 11:30～23:00 火曜定休 （金・土 ～24:00）

オムライス、ハンバーグ、
パスタなどの洋食からアラカルト、
スイーツ、カフェメニューなど
幅広くご用意しております。

日本料理

熱々のだしや本わさび、薬味などと共にお召し上がり下さい。

〒447-0872 愛知県碧南市源氏神明町256
TEL.0566-48-0218
11：30～13：30／17：00～21：30（L.O 20:00）
水曜定休（都合により変更あり）
https://kobanten.jp

旬の一品料理も
多数用意しています。

大浜大衆すし酒場

碧南市松本町184 Tkappaビル2F

11:00～14:00／17:00～21:30（L.O 21:00）

☎ 0566-45-5003

https://oohama.owst.jp

一貫 １６５円～一貫 １６５円～

こ
だ
わ
り
の
お
寿
司一個 １００円～一個 １００円～

揚
げ
た
て
天
ぷ
ら

1989年（平成元年）に
オープンした遊園地です！!

http://akashi-park.jp

碧南コンセッション 〒447-0866 碧南市明石町 6-11　☎0566-48-1722
営業時間 9:00～17:00・月曜定休（月曜が祝日の場合、翌火曜日）

100円で乗れる有料遊具のほかに、フィールドアスレチックや、売店があります。

利用者様の声をもとに、少しずつリニューアルしています。ぜひ、遊びに来てくださいね。
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▶

えびせん家族
　通信販売サイト

えびせん家族本店
9:30～18:30
（元旦のみ休み）

〶447-0838
碧南市権田町2-3
TEL:0566-42-6100

食べられる海鮮せんべいトレーに、
8種類のおせんべいが乗った当店自慢の逸品です。

噛めば噛むほど
いかの旨味を堪能

いかを秘伝のタレに漬け、
澱粉をつけて焼き上げました。

Schwein Heim  since 1989

創業
34年の

手作りハム・ソーセイジ工房です
有限会社

シュヴァインハイム

愛知県碧南市川口町6-70　TEL:0566-41-9153
［営業時間］9:30～17:00  ［定休日］日曜日　http://schwein.jp

YouTube・Facebook

スポーツマネージメント

スポマネコが

めじるし★
スポマネコが

めじるし★
スポマネコ

「ドローン撮影、リモート会議おまかせください!!」
ドローンで撮影したへきなん明石公園の桜ドローンで撮影したへきなん明石公園の桜

碧南市二本木町3-50-1　0566-95-7755
月～土曜日　AM11:00～15:00／木～土曜日　PM18:00～21:00

定休日：日曜・第1月曜・第3月曜（都合により変更あり）
＊本年4月11日(火)～5月7日(日)まで休まず営業
https://attract-restaurant.business.site/ 季節の行楽弁当ご

予約承っておりま
す
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碧南3大花まつり2023を開催するにあたり

多くの企業様・店舗様にご協力頂き

誠にありがとうございます。

愛知県碧南市二本木町 3-36　tel.0566-41-0270
［営業時間］6:30～21:00 年中無休

広藤園
こう とう えん

お 客 様 の 想 い を 、 カ タ チ に 8 8 年 。

〒446-0039 安城市花ノ木町5-2　TEL〈0566〉75-1188　FAX〈0566〉75-3346
E-mail info@a-print.co.jp　URL https://www.a-print.co.jp

http://www.hekisoba.com/

へきなん焼きそば
碧南市自慢の素材でつくるご当地グルメ！

へきなん焼きそばは、碧南特産のにんじんと玉ねぎを具材に、
碧南発祥の白しょうゆと三河みりんで味付けをしたご当地グルメ！
これからもへきなん焼きそばまちおこし隊は、碧南市の発展のために尽力してまいります！

イベントで、市内12店舗の加盟店で食べて、碧南市を元気にしよう！

イメージキャラクター

しろじゃん

認定されました！



へきなん観光マップ
愛知・三河湾に面するみなとまち、へきなん碧南市

HEKINAN
愛知県
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☎0566-48-3731　鶴見町1-70-1
碧南市芸術文化ホール❻

☎0566-41-2655　広見町1-19-1
サン・ビレッジ衣浦❶

☎0566-41-8522　坂口町3-100
哲学たいけん村 無我苑❷

☎0566-41-1515
県営油ヶ淵水辺公園❸

油渕町2丁目地内
油ヶ渕遊園地・応仁寺❹

☎0566-48-1722　明石町6-11
明石公園❺

☎0566-48-5311　浜町2-3
碧南市臨海体育館12

☎0566-41-0270　二本木町3-36
広藤園❼

☎0566-41-3311　碧南市松本町28
碧南市役所❽

☎0566-42-1750　源氏神明町6
中山神明社❾

矢作川桜づつみ10

☎0566-48-3761　浜町2-3
碧南海浜水族館11

☎0566-41-3311　浜町2-4
碧南市臨海公園13

☎0566-48-6602　音羽町1-1
碧南市藤井達吉現代美術館14

☎0566-41-3311　名鉄三河線廃線跡地
碧南レールパーク16
☎0566-41-0200　碧南市志貴町2-61
毘沙門天妙福寺15

☎0566-43-0511　江口町3-15-3
あおいパーク18
☎0566-48-0059　碧南市宮町5-46
大浜熊野大神社17

☎0566-42-0818　港南町2-8-2
へきなんたんトピア19

大浜てらまち
地区

碧南駅

新川町駅

北新川駅

碧南
中央駅

14

❻

https://www.hekinan-kanko.jp/
へきなん観光ナビ [主催]  碧南市・碧南市観光協会

☎0566-95-9894

半田IC
セントレア
（中部国際空港）

（11km/約10分） R247経由
（約10km/約15分）

名古屋
阿久比IC

知多半島道路
（14km/15分）

（約12.3km 約20分）

碧
南
市

お車をご利用の場合 公共交通機関をご利用の場合

名鉄常滑線20分

名鉄本線20分 名鉄三河線
約6分

名鉄三河線
約20分

名鉄三河線 約7分

名鉄名古屋

セントレア
（中部国際空港）

JR名古屋 JR豊橋
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広藤園
藤まつり会場
❼

油ヶ渕遊園地
花しょうぶまつり会場
❹明石公園

桜まつり会場
❺

碧南市へのアクセス

碧南市の
飲食店情報は
こちら！


