
阿久比町の「あ」の字がモチーフになっています。大小二つの丸は、
平和と文化を愛する志の高い町の姿をあらわし、中央の軸は、町の
発展向上を象徴しています。（昭和43年10月1日制定）
The Japanese character “あ”(“A”) initial of Agui Town is the motif. The large and 
small circles express the town with high moral to love peace and culture and the 
axis in the middle symbolizes growth and development of the town. (Established 
on October 1st 1968)

町章 Town Emblem

古くは「万葉集」で近親相和の意味をもつもちの木。町民が健康に恵
まれ、いつまでもお互いに助け合う。そんな明るく住みよい町づくり
を象徴するものとして、制定されました。（昭和51年11月1日制定）
In the ancient “Manyoshu” (an anthology of 8th century poetry) Mochinoki represented 
peace between relatives. A town where residents are blessed with health and help each 
other at any time. The town tree was established symbolizing the creation of a cheerful 
and comfortable town like this. (Established on November 1st 1976)

町の木 もちのき Town Tree: Mochinoki (Ilex)

菅原道真の孫・雅規が善政をした阿久比。道真が最も愛した梅の花
を、雅規の子孫で坂部城主になった久松家が、梅ばちの家紋としたこ
とから、町の紋所にもなりました。（昭和51年11月1日制定）
Agui, the town that Masaki, the grandson of Michizane Sugawara, governed wisely. Masaki’s 
descendants, lord of Sakabe castle Hisamatsu-ke decided to use the Ume (Plum Blossom), the 
flower that Michizane adored most, as the family crest of Ume (Plum Tree) pots. It eventually 
became the crest of the town. (Established on November 1st 1976)

町の花 うめ Town Flower: Ume (Plum Tree)

◎ ホタル飛びかう、豊かな自然を守ります。
◎ 歴史と伝統を守り、教養を高めます。
◎ スポーツに親しみ、健康で明るい家庭をつくります。
◎ オアシス運動をすすめ、笑顔あふれるまちをつくります。
◎ ボランティア活動に、すすんで参加します。

（平成15年11月2日制定）

発　　 行／阿久比町 （2018年11月）
企画・編集／ 総務部 政策協働課 

〒470-2292 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地

制　　 作／ 半田中央印刷株式会社
http://www.town.agui.lg.jp/playgarden/special/

阿久比町民憲章
わたしたち阿久比町民は、ここに町民憲章を定め、
よりよい町づくりに努めることを誓います。
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自然のめぐみのなかで、すこやかにはぐくまれていく 

たくさんの笑顔のある暮らし。

いまあたらしい風がめぐる阿久比でいっしょに、 

ずっと、のびのびと、ここちよく。

阿久比町は都心に近く、子育てに適した自然豊かな町。広い空と緑の
多さ、交通アクセスの良さ、子育て環境の良さ、住環境の良さが魅力と
なり、子育て世代が増えています。その阿久比町の魅力を町内外の皆さ
んに伝えるため、「阿久比プレイガーデンプロジェクト」が発足しました。
その一環として、まずは足を運んでもらうため、阿久比町ならではの体
験ができる場所や機会を紹介するスペシャルムービーを制作しました。

「この町で、笑顔は大きくなる」。そんなテーマを、自由に遊び、元気に走
り回る姿で表現しています。ぜひ動画を見ていただき、のびのびと感性
を育む「子どもにも、大人にも優しい町」阿久比町を感じてください。

あぐいが
未来へ守っていきたいもの

What Agui wants to pass over to the future.

Within the blessings of nature, nurtured without contortion, a life 
with a lot of smiling faces.

Now, together in Agui where a new wind is blowing around, forever, 
freely and comfortably.

あぐいで、
あそぼう。

阿久比町のすてきなスポットが満載の
スペシャルムービーをつくりました。
We made a special movie full of attractive spots in Agui Town.

Agui Town is located near the metropolitan area and is a town rich with nature making it suitable 
for raising children. The child raising generation population is increasing who are attracted by the 
wide sky and abundant greenery, the high transport accessibility, the high quality of environment 
for raising children, good housing conditions etc. “Agui Play Garden Project” was established to 
convey the charm points of Agui Town to people in and out of the town. As a part of this project we 
made a special movie introducing places and opportunities where you can have an experience 
unique to Agui Town, so that people would visit us. 
“Smiles grow bigger in this town”. We express this theme by showing ourselves playing freely and 
running around energetically. Please watch the movie and discover Agui Town the “town friendly to 
both children and adults” nurture sensibility without restraint.

ー TRICK MOVIE in AGUI TOWN ー

QRコードからも
ご覧いただけます
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