
 

 

 

 

 

 

 

つしま夢まちづくり 

提案事業公開審査会 
 

 

 

 

 

 

 

日時：平成26年11月３日（祝）正午～ 

場所：津島市生涯学習センター 

 

 

 



スケジュール ※スケジュールはあくまで予定ですので前後する場合がございます。 

NO 時間 事業名 提案団体名 提案概要 

 12:00 開会あいさつ・審査会委員紹介 

１ 12:10 芸どころは津島ダヨ 筝曲会 

多種多様な芸どころ津島の文化を紹介し、

互いに学びあい交流し合うことで、新たな

分野とのコラボや次世代への文化継承に

寄与する。 

２ 12:20 
民俗芸能「くつわ踊」を継承し

「津島踊」として復活 

特定非営利活動法人ま

ちづくり津島 

伝統芸能を復活することによって、「信長

の台所津島」の歴史文化を全国に情報発信 

するとともに、市民に伝統芸能の重要さを

理解していただく機会とする。 

３ 12:30 煎茶を楽しむ 煎茶の会 

茶の入れ方の習得にとどまらず、より幅広

い茶文化の理解を通して、豊かな広がりの

ある市民交流の場とする。 

 

４ 12:40 
「若者の自立をめざした心の

元気支援」事業 

精神保健福祉ボランテ

ィアグループ風車の会 

心や精神に患いがあるとコミュニケーシ

ョンがうまく取れず、また、偏見により外

出が臆病になる。心や精神が病んでいる方

に対する正しい理解を促す機会とする。 

５ 12:50 
地元の演奏家がお届けする早

春のきらめきコンサート 

地元の音楽家を応援す

る会 

地元在住・出身の演奏家を通じて良質の音

楽を地域に提供することにより、地域の音

楽文化に寄与する。また、地元のアマチュ

ア音楽関係者とのコラボで夢を与える。 

６ 13:00 

ホタル田界隈ロマン探訪 津島ホタルの会 かつてはホタルが住める地域だったこと

を自分の足で歩いて知ることにより、改

めて地元を見直し、生活に身近な自然環

境の保全に取り組みむ意識を高める。 

 13:10 会場からの質問（10分） 

 13:20 休憩（10分） 

７ 13:30 

世界遺産と音楽の夕べ 

～尾張津島天王祭世界遺産登

録へのプロローグ～ 

つしま夢まちづくりプ

ロジェクト 

領事館による講演と演奏の共演を行うこ

とで尾張津島天王祭が世界遺産に登録さ

れた際の「おもてなし」の意識づけと、グ

ローバル教育の環境づくりを期待する。 

８ 13:40 

金子みすゞの世界～ピアノに

乗せて詩の朗読を～ 

（ピアノと朗読コンサート） 

つしま夢まちづくりサ

ポーターズ 

金子みすゞの詩の世界と有名クラシック

曲のピアノ演奏とのコラボにより、「スト

レス社会」と言われる現代に「癒し」や「心

のゆとり」を提供したい。 

９ 13:50 
SUTプロジェクト「世界に届

け！歌って踊ろう津島っ子」 
SUTプロジェクト 

津島の音楽（歌と踊り）で、県内、国内

はもとより、世界に向けて津島の伝統文

化や観光資源を発信。新たにブランド化

し、ユネスコ登録決定に結び付ける。 

10 14:00 
「つしまラポールウォーカー

ズ倶楽部」サポーター育成事業 

つしまラポールウォー

カーズ倶楽部 

ポールウォーキングを通して「健康なまち

づくり」を行う。また、ラポールウォーカ

ーが街の見守りを行うことにより「安心・

安全なまちづくり」に貢献する。 

11 14:10 
津島の総合情報誌「ゆめ津島マ

ガジン」の制作配布事業 
ＮＰＯ法人里山の会 

津島中の名所、旧跡、建造物、企業、ＮＰ

Ｏなどの市民団体、店舗、学校、祭り、イ

ベント、名産品などできるだけ多くの情報

を集め、冊子を制作配布する。 

12 14:20 

地 域 の 食 卓 を 繋 ぐ COTTE 

Project  

Circle on the table（COTT）

Project 

Good Foods Information 

地域の自然資源や農業資源を活用し街の

活性化を目指す。また、青少年への食農教

育を通して豊かな地域社会づくりと地域

を愛する心の育成を目指す。 

 14:30 会場からの質問（10分） 

 14:40 休憩（10分） 

 



 

NO  時間 事業名 提案団体名 提案概要 

13 14:50 津島本町ぐるぐる市場 
津島本町ぐるぐる市場

実行委員会 

町並を活用した定期朝市を開催し観光資

源価値の再発掘、活性化を目指す。また、

参加する市民を育て、団体や人をつなげる

ことで豊かな地域おこしの実現を目指す。 

14 15:00 

本場韓国料理講演会＆料理教

室-地元食材を使用した津島レ

ピシの構築を目指して- 

つしま夢まちづくり食

ラバーズ 

本場韓国料理に関する講演会と地元食材

を使用した料理教室を開催し、韓国風津島

レシピの作成を目指す。津島市ブランドの

構築により、地域活性化を図る。 

15 15:10 伊六万歳の普及と継承 演劇集団くつわ 

市指定無形民俗文化財である伊六万歳の

公演を通じて、伝統芸能の継承・再興・普

及を目指し、後継者育成につなげたい。 

 

16 15:20 
郷土の文化遺産を活用して～

町づくり事業 

神島田小学校区コミュ

ニティ推進協議会 

中一色神社に存在する彫り物や、ご祭神で

ある菊理媛を活用し、パンフレット作成や

イベントを企画する。それらを通じて郷土

を愛する人々の世代間交流を目指す。 

17 15:30 
おはなしくるりん 読み聞か

せ祭り 

おはなしくるりん実行

委員会 

著名な絵本作家による講演会と読み聞か

せを行う。幅広い世代が楽しむことができ

るため、地域との交流が生まれ、心豊かな

子どもの育成につながる。 

18 15:40 

こどもいち BROS.THEATRE 「こどもいち」を通じて、今後津島を背負

っていく子どもたちに「まちづくりに携わ

りたい」と感じさせ、親世代にも「町づく

りとは何か」と考えるきっかけをつくる。 

 15:50 会場からの質問（10分） 

 16:00 休憩（10分） 

19 16:10 
津島市ポータルサイト制作事

業 
津島大好き♡ 

インターネット上、津島市の様々な情報が

一元化されておらず情報が断片的である。

天王祭の世界遺産登録を見据え観光客の

誘客にも備えるため情報の一元化を図る。 

20 16:20 

「食」の提供を主軸とした、旧市

街地のお寺などの観光資源を活用

したイベントの企画・開催 

津島れんげの会 

旧市街地には観光資源が点在しているが、

観光客が訪れても昼食や休憩場所がない。

寺院を会場にして、観光資源とお斎、座禅、

写経を通じて津島の魅力を高める。 

21 16:30 
国際交流「世界と友達・ペルー

を知ろう！」 
津島市国際交流協会 

ペルーの歴史・文化、料理、民族音楽など、

異文化を知ることにより、津島のよさを再

認識する機会とする。また交流事業により

津島市の世界へのPRを図る。 

22 16:40 たのしあわせな居場所創り 
ドレミカフェバンビー

ナ 

小さなお子さんも、ママも、お年寄りも、

障がい者も、介護する方も、ここに来れば

安心できる心の110番のような、繋がる居

場所を作る。 

23 16:50 「つしまHAPPY写真館」 
愛知県立津島東高等学

校写真部 

第21回全国高等学校写真選手権大会「写真

甲子園2014」で全国優勝した写真技術を駆

使して、家族で思い出の場所を背景に、高

校生と一緒に最高の家族写真を創る。 

 17:00 会場からの質問（10分） 

 17:10 休憩（10分） 

 17:20 公開審査（補助団体及び補助金額決定） 

 18:00 閉会 

  



審査会委員プロフィール 

 

日本福祉大学教授 吉村輝彦 氏 

専門領域は、参加型まちづくり、都市計画、国際地域開発。対話や交流の「場」と「縁」のデザ

インとマネジメントの視点から地域まちづくりの実践的研究を行う。国際連合地域開発センター研

究員を経て2006年より現職。博士（工学）。高浜市で「たかはまざっくばらんなカフェ」、名古屋

都市センターで「未来茶輪（ミライカフェ）」の企画運営に関わる。 

 

 

NPO 法人志民連いちのみや理事長 星野 博 氏 

 会計事務所を経営。平成 16 年ＮＰＯ法人志民連いちのみやを設立。以降、市民イベント運営支

援の『まつりづくり』事業、「com-cafe 三八屋」や「一宮ブルワリー」、「138 ブレンドいちのみ

や珈琲」などの『コミュニティ』事業など、一宮地域に軸足を置いた、まちづくりと中間支援を継

続展開。一宮市市民活動支援センターマネージャー。 

 

 

NPO 法人ボランタリーネイバーズ調査研究部部長 三島知斗世 氏 

まちづくりとＮＰＯ活動を支援するボランタリーネイバーズに 2001 年の創設時から関わる。愛知

県・ＮＰＯと行政の協働実務者会議委員他、ＮＰＯや協働に関わる審議会や助成金審査等の委員を

務める。名古屋市ＮＰＯアドバイザー。 

 

 

津島市副市長 星野広美 

元愛知県建築局長。愛知県の「人にやさしい街づくり」や犬山市の城下町の再生など、地域

資源を活かしたまちづくりに携わる。 

 


