で
動画をチェック！

愛されて 年
市民主導の市民まつり

目 ︒携わってきて感じるのは︑市
なってきたと思います﹂︒

ホームな雰囲気に包まれるように

の目線で気を配ることで︑﹁ 協力

民会議のメンバーが市民ならでは

どないのだとか︒杉 浦さんは︑市

しょうが︑それでも苦情はほとん

どを騒がしいと感じる人もいるで

す ︒多 くの人々の歓 声や音 楽 な

ね﹂という声ををよく聞くそうで

﹁ 今年もいよいよだね﹂﹁ 楽しみだ

拶まわりをしていると︑市民から

人々に支えられてこそのまつりだ

いう 市 民の 声 を 聞 き ︑こうした

気ッス！だからまた踊りたいな﹂と

も う 踊 れないけど ︑大 好 き な 元

﹁元気ッス！アワード﹂
です︒
﹁年で

携わり愛してくれた人を讃える

の気持ち﹂︑目玉企画は︑
まつりに

りを支えてくれた人々への﹁ 感謝

となります︒テーマは

祭﹂
が復活︒第1回目以来の開催

大 人を見ている子どもたちも夢

くなったと感じたんです︒だから︑

分 も 含めて︑大 人が夢 を 語らな

強い思いがありました︒
﹁ 最近︑自

が︑市 民 会 議のメンバーにはある

やって く るなんて！と 驚 きです

るのです！あのミッキーが碧南に

ディズニーの仲 間たちがやってく

ミッキーマウスを はじめとし た

今年は︑ 回記念として﹁前夜

してくれてありがとう ﹂という思
と改めて感じたことがきっかけで

を持てないのではないかと︒子ど

回目の記念企画が

いが自 然に伝わっているからでは
した︒
﹁ 元 気ッス！アワード﹂受 賞

もたちに夢を持ってもらうには︑

もうひとつ︒ 回 記 念パレードに

るであろう

と考えています︒
﹁元気ッス！が大
者は︑前 夜 祭で 表 彰されますの

つもりでした︒市の職員も献身的

でも2 0 0 回でもお願いに通う

前払いされたとしても︑100回

めに一念発起したのです︒
﹁例え門

夢を実現する姿を見てもらうた

不可能のように思えます︒しかし

民主導のまつりに呼ぶことは一見

さん︒ミッキーを碧南に︑
しかも市

んだと発信したいんです﹂と杉浦

へと夢がつながっていくことは︑元

くことでしょう︒大人から子ども

を支え︑自分の夢を実現させてい

たちは︑
やがて次 代の元 気ッス！

が形となるのを体 験した子ども

てもらいたいから︑なんです ﹂︒夢

に頑張れば夢がつかめると体験し

からということではなく︑諦めず

かもしれない︒でもただ人気者だ

ター呼んじゃって﹄
と思う人もいる

に日本や世界各地で活躍する人

育ってよかったな︑
そんな思いを胸

しいな ︑元 気ッス！のある碧 南で

次なる目標は︑﹁元気ッス！って楽

に関わり続けてきた杉 浦さんの

る元 気ッス！︒ 年 間 元 気ッス！

り︑
また回を重ねていくこととな

今年からロゴマークも新たにな

があると感じました︒

笑いあって〜﹂
にも︑通じるところ

ことが必要︒夢はつかめるものな

に努 力してくださって︑まさに市

を増やしたい﹂ということです︒元

年 間まつ

好きな人も︑
それほどでもない人

大人が夢をつかむところを見せる

20
20

気ッス！のテーマ
﹁つながれ！スマ

碧南市役所市民協働部地域協働課内
元気ッス!へきなん市民会議事務局 TEL：0566-41-3311
（代）

民と行 政が一緒になって創るまつ

7/29
（土） 17：55〜

7/29
（土） 18：00〜
（予定）

の支えになることを願って︑今年

しいこと︒元 気ッス！が市 民の心

存在があることは︑
とても素晴ら

しまた頑張ろうと思える大切な

20

もみんなで一緒 に 盛り 上 がりま
しょう！

碧南市役所からのお願い
パレード注意事項
●手荷物やシート等による場所取りや通行者の妨げになるような
行為を禁止します
●安全確保のため、現場係員の指示に従ってください
上記のことをお守りいただけない場合は、
パレードが開催できなくな
る場合があります。安全に思いやりを持った行動で、
楽しいパレード
の開催にご協力をお願いします

そんなまつりの内容や、
まつりを支えるスタッフのアツい思いなど、
「元気ッス！へきなん市民会議」の会長・杉浦さんに伺いました。

昨年の1部の元気ッス！大賞
「candy cheer」
昨年の2部の元気ッス！大賞
「LIKES」

20

「東京ディズニーリゾート」
からミッキーマウスをはじめとした、
ディズニーの仲間たち
が、
夢と魔法を届けるために、
元気ッス！へきなんの20回記念パレードにやってくる！

気になれる思い出があること︑
よ

7/28
（金）
前夜祭 18：00〜21：00
市役所東側駐車場
7/29
（土）
本祭 14：00〜20：45
市役所前道路および周辺

イル〜思いあって︑盛り上がって︑

第20回元気ッス！へきなん

りになりました︒﹃ 派手なキャラク

ス！だから⁝まぁいいか﹄
と思えて

で︑
ぜひお見逃しなく︒

るということ︒まつりの準 備や挨

民が元気ッス！をとても愛してい

は︑市民会議の会長になって7年

姿 を 変 えてきました︒杉 浦 さん

働し︑市民主導の市民まつりへと

誕生した頃から市民と行政が協

ん市民会議﹂︵以下︑市民会議︶
が

で構 成される﹁ 元 気ッス！へきな

ん﹂︵以下︑元気ッス！︶
︒有志市民

営されていた﹁ 元 気ッス！へきな

最初は行政
︵碧南市︶
主導で運

20

も ︑まつりの日は﹃ 今 日は元 気ッ

そして︑元気ッス！の歴史に残

しまうような︑まち全 体がアット ﹁ミッキー﹂
がやってくる！
子どもたちへつながる夢

会長

杉浦 光さん

元気ッス！へきなん市民会議

20

※パレードは悪天候などの理
由により中止、一部内容変更
の可能性あり

東京ディズニーリゾート®・
スペシャルパレード

碧南署北交差点〜
霞浦町2丁目信号付近

20回記念パレード

エリア
み！
必見！今年だけのお楽し

ありが
碧南のとう20年。
ア
ここに ツい夏、
あり！

第20回

元気ッス！
へきなん

今年、記念すべき第20回目を迎える「元気ッス！へきなん」。
今年だけの企画やイベントも盛りだくさんで、
見逃せない夏になりそうです。

