
彩・食・健・美の食市場
限定400食の日替わり天下泰平鍋のほか、金ぷら・銀ぷら（天ぷら）や、江戸ひもかは（きしめん）など、
家康公がきっかけとなって定着していった「江戸の料理」が登場。
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記念事業

岡崎城まつり

オープニング
10月31日
ふるさと鍋
（三河地鶏の八丁味噌鍋）

11月１日
将軍鍋（鹿のひきずり鍋）

11月２日
葵鍋（牡丹鍋）

11月３日
江戸鍋（八杯豆腐鍋）

おかざきPR隊長のはんにゃや子どもたちによる日本舞踊、
野村又三郎一門による薪狂言で華やかに開幕。

家康公四百年祭の岡崎のメインイベントとして開催された今年限りの「岡崎城まつり」は、家康公の軌跡を辿り
ながら、江戸の食・暮らし・娯楽を体験できる一大江戸まつり。「おかざき大江戸座」「家康公夢シアター」「彩・
食・健・美の食市場」「大江戸にぎわい横丁」「江戸の子ども遊び広場」「東海道五十三次旅気分」の各エリ
アで約７万人の皆さんが江戸気分を満喫しました。

岡崎公園多目的広場

家康公夢シアター「岡崎へ」
臨終間際の家康公が、人生を振り返りながら、魂が岡
崎へ帰っていくまでの物語を大型ドーム内で上映。

大江戸座にぎわい横丁
江戸で花開いた数々の昔遊び体験や大道芸
人などが江戸のまちの風情を再現。

江戸の
子ども遊び広場おかざき大江戸座

手妻、講談、江戸落語などの伝統芸、
家康公にちなんだ様々なステージ。

ゆかりの市町村ブース
家康公ゆかりの自治体がブース出展でＰＲ（静岡市、
浜松市、佐久市、関ヶ原町、茅ヶ崎市、大多喜町、刈谷
市、豊田市、三河観光ネットワーク協議会、愛知県）。

東海道
五十三次旅気分
木曽馬や駕籠乗り体験で、江戸時代の旅気分を満喫。

紙甲冑作りや戦ごっこのほか、
夜は江戸子ども花火を体験。

平成27年10月30日～11月3日（30日は前夜祭のみ）実施日 場　所

別添DVDに映像収録

岡崎城まつり
リーフレット
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家康公生誕祭、イエヤスコウイルミネーション

家康公四百年祭のエンディング、そして家康公の生誕日に、岡崎公園周辺を岡崎城ライティングショー、泰平
の祈り、提灯行列、イルミネーションなどの彩り豊かな光で演出しました。

26日のみ
岡崎城ライティングショー

家康公の生誕から泰平の世を築くまでの生涯をイ
メージした、光と音のライティングショー。岡崎城
北側の清海堀もライトアップされました。

岡崎公園イルミネーション
岡崎城大手門のライトアップに加え、園内は約
15万球のＬＥＤ電飾により幻想的に彩られ、三河
武士のやかた家康館前では、子ども達が描いた
家康公の絵などが投影されたほか、お堀もライト
アップされ、岡崎城までの園路が光によって導か
れました。

26日のみ
提灯行列

100年前の家康忠勝両公三百年祭にも
行われたといわれる提灯行列。
参加者は、家康公の生誕を祝い、それぞ
れの想いを込めて、龍城神社に向けて中
心市街地を練り歩きました。

26日のみ
泰平の祈り

岡崎城下を流れる乙川にＬＥＤを光源とした
青く光る玉「いのり星Ⓡ」３万個を流す光の祭
典。最後は三河花火も饗宴。

岡崎公園 他平成27年12月23～26日実施日 場　所

記念事業

天の川プロジェクトⓇ

天の川プロジェクトⓇ
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その他記念事業

プレ事業
実施日

第１・２回家康公検定

岡崎市単独で実施していたご
当地検定を、家康公四百年祭
を記念して平成25年度から３
市３商工会議所で合同開催。

静岡市・浜松市・岡崎市

プレ事業

家康公に学ぶ①～④

家康公四百年祭に向け、郷土の英傑徳川家康
公について学ぶシリーズ講演会として開催。どの
ような幼少期を過ごし、家臣を束ね、民衆を味方
につけていったのか、家康公の偉業やドラマなど
で定着しているイメージとは一味違った家康公を
知る機会となりました。

せきれいホール 他

プレ事業

八丁味噌美味ブック制作

岡崎城から西に八丁（約870ｍ）の距離にある八丁村で作られた八丁味
噌。大豆と塩と水を大きな桶に仕込み、上に大きな石を円錐状に積み上げ
て二夏二冬じっくり寝かせる伝統製法で、今も造り続けられている岡崎市
ならではの八丁味噌を活用した、色々なジャンルの料理や菓子、土産を提
供できる店舗等を掲載しています。

第1回

第１回
（受験者数：1,226名 合格率：86.3％）

第２回
（受験者数：1,435名 合格率：69.9％）

第2回

第3回

第4回

小和田哲男氏成瀬淳子氏堀江登志実氏市橋章男氏

場　所

場　所

記念事業

第１回：平成25年９月22日
第２回：平成26年９月21日

「家康公 岡崎での10年
～自立を支えた家臣団とその組織～」

講 師 おかざき塾歴史教室主宰　市橋章男氏

第１回

実施日 平成26年９月７日
場　所 シビックセンターコロネット

「家康公と徳川四天王」

講 師 岡崎市美術博物館学芸員　堀江登志実氏

第2回
実施日 平成26年10月４日
場　所 岡崎商工会議所

「人間 徳川家康 ～家康公の実像～」

講 師 静岡大学名誉教授　小和田哲男氏

第4回
実施日 平成26年12月26日
場　所 せきれいホール

「家康公と成瀬正成」

講 師 公益財団法人 犬山城白帝文庫理事長
（犬山城成瀬家13代）　成瀬淳子氏

第3回
実施日 平成26年11月15日
場　所 せきれいホール



プレ事業

三市それぞれで行われたマラソン大会の会場にブース
テントを設置し、家康公四百年祭をＰＲしました。

静岡市・浜松市・岡崎市

東京ビッグサイト

ツーリズムＥＸＰＯジャパン

141ヶ国と地域が出展する世界最大級の旅の祭典に、３市合同で家康公
四百年祭ブースを出展。一般来場者のほか多くの旅行業界の関係者にも
家康公ゆかりの地をＰＲ。ブース内にはゆかりの地に関するパネルクイズに
チャレンジする人たちで溢れ、八丁味噌汁のふるまいや葵武将隊との写真
撮影なども行いました。出世大名家康くんと葵武将隊によるステージイベント
にも多くの関心が集まりました。

静岡マラソンフェスタ２０１５
（平成27年２月28日　大会は３月１日）

第11回浜松シティマラソン（平成27年２月22日） 第46回おかざきマラソン（平成26年11月23日） ラッピング電車出発式（１月12日 名鉄東岡崎駅） 同デザインで製作・販売された模型

静岡・浜松・岡崎マラソン

家康公四百年祭にあわせ、岡崎の四季をデザインしたラッピング電車が約１年間運行。東岡崎駅で行わ
れた初日の出発式には、グレート家康公「葵」武将隊が電車に乗ってホームへ登場し、みんなの勝鬨で見
送りました。

家康公四百祭ラッピング電車運行
名古屋鉄道名古屋本線、犬山線などの主要線区平成27年１月12日～11月15日運行期間場　所 運行場所

記念事業
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弓矢を射ち、的の割れた数で、その年の農作物の作柄を占
う、伊賀八幡宮の「武者的神事」の結果は、三州岡崎から千
代田の江戸城に早馬にて、急ぎお知らせしていました。

伊賀八幡宮・武者的神事
伊賀八幡宮平成27年1月20日実施日 場　所プレ事業　実施日 場　所平成26年９月25日～28日
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岡崎の自然と歴史が薫る見どころを紹介。

岡崎のイベントやスポットを紹介。

「八丁味噌」を使った名物グルメなどを紹介。

イエヤスマン便（３月２９日）

名古屋鉄道とタイアップし、誘客促進キャンペーン「岡
崎新時代」を展開。「竹っちょ」が岡崎の新しい魅力
をナビゲート。

岡崎城下舟遊び

岡崎城下を流れる乙川を観光船に乗り、川面から河川敷に咲き
誇る桜を鑑賞する優雅な20分。四百年祭の今年は、家康公四百
年祭おかざきＰＲ隊便も運航し、笑いありの遊覧となりました。

名鉄キャンペーン

平成27年3月27日～4月6日 乙川河畔

名古屋鉄道各駅
名鉄名古屋駅サービスセンター

春：平成27年３月１日～５月31日
秋：平成27年９月19日～12月26日

実施日

実施日

場　所

「家康公生誕の地」の象徴である産湯の井戸の水に触れられるよう、出世のパワースポットとして整
備。お披露目式では豊田市長が、徳川家の先祖松平家が代々産湯に用い、家康公が生まれたとき
に早馬で運ばれたとされる松平東照宮の井戸水を産湯の井戸に注ぎ入れました。名鉄キャンペー
ンの新時代ナビゲーター「竹っちょ」も登場しました。

東照公産湯の井戸取水お披露目式
岡崎公園平成27年3月22日実施日 場　所

徳川家康公400年式年大祭奉祝事業として、稚児行列を斎行。岡
崎公園内の家康公ゆかりのスポットを練り歩きました。

龍城神社・奉祝稚児行列
龍城神社平成27年3月22日実施日 場　所

場　所

記念事業
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岡崎の春の風物詩。家康公を始めと
する武士団、姫列など800余名が市
内を練り歩く絢爛豪華な時代絵巻。
春雨の中、四百年祭特別編成とし
て、徳川宗家１８代当主や徳川四天
王当主、幕末旧藩当主の皆さまが参
加されたほか、オカザえもんや家康公
四百年祭おかざきＰＲ隊のお笑い芸
人（はんにゃほか）も参加して行列を
盛り上げました。

家康行列
平成27年4月5日

伊賀八幡宮～乙川河川敷

大樹寺・
家康公霊夢像除幕式

３代将軍徳川家光公の夢枕に立たれたと言われる
家康公の霊夢像が大樹寺の新たな観光資源として
有志の皆さんにより建立されました。

実施日

場　所
大樹寺平成27年4月5日実施日 場　所

時代小説から読み取る「家康の岡崎時代」
－図書館資料を使いこなす－

歴史ファンに人気の高い「時代小説」ですが、作品によっては
その時代の背景としてあり得ない事実が描写されていること
があります。図書館の本を利用して、当時の背景を読み取るこ
とにより、確かな歴史上の事実や「家康の岡崎時代」を知る方
法が、作家・鈴木輝一郎氏により紹介されました。

図書館交流プラザ平成27年4月10日実施日 場　所

記念事業



概　要

大樹寺・徳川家康公四百回忌法要

大樹寺末寺葵会寺院総勢20名による大法
要。德川宗家も参列され、記念講演会のほ
か、和太鼓演奏や武将隊の演武が披露され
ました。

御祭神である東照大権現の御神徳を仰ぎ、家康公の命日にあ
わせ開催された春の大祭です。

龍城神社・徳川家康公四百年式年大祭

徳川家康公の御命日のおまつり。今年は薨去さ
れて400年目の式年大祭と記念事業が開催さ
れました。

伊賀八幡宮・東照宮本祭

大樹寺平成27年4月12日実施日 場　所

家康公関連の古文書翻刻本展示会

家康公とその家臣ほか郷土に関連する古文書や
古写本について、翻刻ボランティアの皆さんの協
力により作成した翻刻本を展示しました。

岡崎市立中央図書館平成27年４月17日～６月８日実施日 場　所伊賀八幡宮平成27年4月17日実施日 場　所

龍城神社平成27年4月17日～19日実施日 場　所

記念事業
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奉祝もちなげ
（４月19日）

女優・紺野美沙子さんによる
朗読劇「竹千代出生譚」
（４月19日）

浜松 実施日 平成27年４月17日～５月27日
場　所 浜松市立中央図書館

静岡 実施日 平成２７年３月２６日～４月２１日
場　所 静岡市立中央図書館

（市内各図書館を平成28年３月まで巡回）
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記念事業

岡崎城下家康公夏まつり第67回花火大会
平成27年8月1日

乙川・矢作川河畔

三河花火発祥の地・岡崎の夏を彩る
花火大会。打上花火・仕掛花火も家
康公四百年祭ならではの特別演出
で、フィナーレは「関ヶ原の戦い」をテー
マに、ナレーションや音楽、効果音によ
る約７分間の「ドラマチック・ハナビ」が
観衆を魅了しました。

実施日

場　所伝馬通では、五万石みこしや長持ち練り込みのほか、浜松から「遠州大念仏」、静岡
から「家康公バルーンねぶた」が登場して、四百年祭の夏を盛り上げました。岡崎公園
多目的広場の「たべりん祭」、「あそびん祭」、乙川河川敷の「おどりん祭」のほか、八丁
味噌の郷（カクキュー）にも会場を新設し、グルメ屋台などで賑いました。

岡崎城下家康公夏まつり
平成27年7月29日～8月2日 岡崎公園多目的広場 他実施日 場　所

レーシングカーピット作業デモンストレーションに参加するオカザえもん

たべりん祭五万石みこし
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三浦正幸氏
（広島大学大学院教授）

中井　均氏（滋賀県立大学教授）

尾家健生氏（大阪府立大学 観光産業戦略研究所） あいちのうまいもん大集合（弐の陣）

出土品の展示

記念事業

グレート家康公「葵」武将隊特別公演
平成27年9月22日・23日

せきれいホール

『武将魂-コンバットブルース-』の演目で、
芝居、歌、舞、アクションの大演武。

丸栄創業400周年記念
「静岡 浜松 岡崎の物産と観光展」

平成27年9月10日～15日 丸栄百貨店（名古屋市）

家康公ゆかりの地から厳選のグルメやご当地の名品を一堂
に集めた観光物産展。家康くんやオカザえもんもＰＲしました。

第３回家康公検定
平成27年9月13日 静岡市・浜松市・岡崎市

三市連携の家康公検定の最終回として、「家康
公の生涯」をテーマに実施し、過去最高の受験
者数（1,521名）となりました（合格率は87.7％）。

実施日 場　所

実施日 場　所

実施日

場　所

行政、地域観光協会を始め県内観光関連団体など
との連携により、「あいちの観光」や「武将観光」の魅
力をＰＲしました。

第７回愛知県観光交流サミットin おかざき

図書館交流プラザ・岡崎公園周辺

壱の陣：平成27年10月30日
弐の陣：平成27年12月26日

実施日

場　所

家康サミット三都物語～岡崎編～「家康の城を考える」
平成27年10月17日 図書館交流プラザ

岡崎城、浜松城、駿府城の調査結果をもとに、その変遷を
たどり、家康公が築いた城の姿に迫りました。

実施日 場　所

優秀合格者表彰式（11月21日）

企画展「武SHOW 徳川家康」～静岡編～
実施日 平成27年９月５日～27日
場　所 静岡市民ギャラリー

討論会「発掘が語る家康の軌跡」～浜松編～
実施日 平成27年12月13日
場　所 アクトシティ浜松コングレスセンター
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三河家臣団ご子孫によるトークショー

安部龍太郎氏による基調講演「徳川家康の時代」

座談会

平成27年12月26日

静岡～浜松～岡崎

ＪＲ特別列車運行

エンディングセレモニーに合
わせ、特別列車「東海道トレイ
ン家康号」がJR静岡駅～JR
岡崎駅間で運行されました。

実施日

場　所

記念事業

３市交流コンサートin 岡崎

日本文化とジャズの融合。徳川家康公ジャズ組曲は、ピアニ
ストの守屋純子氏が作曲し、各市での家康公のイメージを
ジャズ曲として表現しました。

平成27年12月26日 図書館交流プラザ実施日 場　所

記念シンポジウム
「德川創業期の家康公と家臣団」

平成27年11月1日 竜美丘会館

第一部は、直木賞作家・安部龍太郎氏の基調講演と德川恒孝氏（德川宗家１８代当主）と德
川家の家臣ゆかりの方々によるトークショー。第二部は、「江戸時代260余年にわたる平和な世
の礎になったものは」を共通テーマに、３つのサブテーマ（①三河武士と家康公　②三河一向
一揆　③関ヶ原の合戦）にわかれて座談会を開催しました。

実施日 場　所

in静岡
実施日 平成27年８月29日
場　所 静岡市民文化会館

in浜松
実施日 平成27年10月25日
場　所 アクトシティ浜松

別添DVDに映像収録



３市周遊旅行
「家康公ものがたり」

平成27年1月～12月

静岡市・浜松市・岡崎市

家康公四百年祭の特別御朱印帳など、
家康公ゆかりの３市を周遊する旅行商品
のブランディングを行いました。

平成27年3月20日
～１２月２６日

東岡崎駅北口
大型看板

平成27年2月16日～１２月３１日

名鉄東岡崎駅北口

家康公四百年祭にあわせ大型看板をリ
ニューアル。家康公四百年祭おかざきＰＲ
隊が観光客をお出迎え。

平成27年3月18日～

静岡市・浜松市・岡崎市　

家康公顕彰四百年記念オリジナルフレーム切手発売

岡崎市・浜松市・静岡市の
家康公ゆかりの名所等を紹
介するオリジナルフレーム切
手（日本郵便株式会社）。

岡崎ぐるり満喫！「家康公・竹千代クーポン」発売

家康公ゆかりの地やご当地グルメが
堪能できる岡崎の魅力が詰まったお
得なクーポンで市内観光を満喫。

生誕の地 岡崎市

岡崎まぜめん 家康らぁめん

大御所の地 静岡市 出世の街 浜松市
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実施日

場　所

実施日

実施日

場　所

実施日

場　所

記念事業

おかざき振興券・建設券

家康公四百年祭を記念して、岡崎市内の取扱い登録店で
買い物、食事やサービスのほか、建築リフォームなどに使える
プレミアム付商品券を販売しました。

利用期間 平成２７年７月１０日～１２月３１日

岡崎城特別入館券、家康公生
誕劇鑑賞券、大樹寺お宝特別
拝観券または城南亭呈茶券、
ご当地グルメ券、千両金券に
「ぐるり特典」がプラス。



「歴史かたり人」と行く家康公ゆかりの地早めぐりツアー
平成27年5月2日～11月22日

岡崎市内一円

観光ガイド「岡崎歴史
かたり人」が同行して家
康公ゆかりの地をご案
内する歴史ロマン溢れ
るバスツアー。

家康公生誕劇
平成27年3月24日～12月26日

岡崎城二の丸能楽堂

グレート家康公「葵」武将隊の熱い演技
による、家康公の誕生秘話を題材にした
特別公演。

天下泰平マルシェ
平成27年5月2日
～11月22日
岡崎公園

お土産品や地元農
産物の販売、飲食
コーナー、武将隊の
演武などが一堂に
会した観光おもてな
しイベント。

家康公の幼少期と岡崎在城時の青年期の足跡を辿り、市内ゆかりの地
１４ヶ所（岡崎城、家康館、八丁味噌蔵２ヶ所、大樹寺、伊賀八幡宮、六
所神社、龍城神社、瀧山東照宮、瀧山寺、松應寺、隨念寺、法蔵寺、天
恩寺）を巡るスタンプラリー。

家康公葵旅～家康公ゆかりの地を巡るビンゴラリー～

携帯端末のアプリを活用して静岡市、
浜松市、岡崎市、豊田市ほかゆかりの
地２７ヶ所を巡る広域スタンプラリー。

家康公岡崎絵巻スタンプラリー
平成27年4月1日～11月30日 岡崎市内一円

平成27年4月20日～12月26日

静岡県域・岡崎市・豊田市

実施日

場　所

実施日

場　所

実施日

場　所

実施日 場　所

実施日

場　所

記念事業

純金小判
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Ｎ-Ｄｒｉｖｅ エヌドライブ
家康公「知」の旅・家康公「楽」の旅

ドライブプラン「家康割」にあわせ、ドライブ情報誌も４市版で
作成。静岡市、浜松市、岡崎市、豊田市の家康公のルーツや
ゆかりの史跡をご案内する「家康公知の旅」と、美景、美食
やその地ならではの出会いなどをご案内する「家康公楽の
旅」の２つのテーマから４市を巡るドライブ旅を提案。

家康公顕彰400年記念ドライブプラン「家康割」
平成27年7月1日～11月30日

静岡市・浜松市・岡崎市・豊田市

平成27年8月1日

富士～豊田の周遊エリア内高速道路が定額料金で
2日間又は3日間乗り降り自由になるドライブプランを、
NEXCO中日本から発売。

デザイン公募により葵の紋と家康公がデザインされた田んぼアート。
田植えと稲刈りには、市民をはじめ多くの皆さんが参加されました。

田んぼアート
平成27年5月～9月 道の駅藤川宿北西

田植え（５月24日） 表彰式（５月24日）
見晴台を設置

稲刈り（９月27日）

実施日

発行日

場　所

実施日 場　所

「家康割」エリア

記念事業
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広　報
3

記念事業

講演会「三河時代の家康を考える①～⑥」

バスツアー「三河から遠江へ①～⑤」

家康公の三河時代から遠州進出までの関連
史跡をめぐる全５回のバスツアー。

平成27年6月～11月 福祉会館

平成27年6月～11月 各市

実施日 場　所

実施日 場　所

家康公および同時代
研究の第一線で活躍
する講師による全６回
の講演会。講演後に
は、講師とコメンテー
ターによる対談を実施
しました。
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