
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
まちを元気に!活力ある津島市を目指し公益的な活動に対し応援する「つしま夢まちづくり提案事業」。 
今年度活動された団体の皆さんの取り組みの成果をご紹介します! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このほか、より詳しく事業成果をまとめた報告動画の配信（津島市公式 YouTube チャンネル）や、市公式 HP 上での公開を予定しています。 

・・・・・・知る知るつながるつしまる情報 
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令和２年度つしま夢まちづくり提案事業の 
事業成果を報告します～！ 

みつけよう！新たな写真。新たな自分。 

PHOTO BASE PROJECT＠TENNOGAWA 
EASTERS（愛知県立津島東高等学校写真部 OBOG 会） 

 
まちの魅力の発信や再訪のきっか
けづくりを目的に、天王川公園内
芝生スペースに拠点を置き、写真
撮影会を行うイベントを開催。 

拠点では写真集 
の展示も行う。 
今後は写真展の 
開催も目指しま 
す。 

「ヤギ」サロン 
一枝の草 

 
地域の多世代交流拠点を作り、より良 

い交流、地域づくり 
が活発に行われるこ 
とを目的に、「ミニヤ 
ギ」を中心に集まる 
サロンを開催。「めえ 
めえ通信」という機 
関紙を発行し、活動 
の内容も広く周知し 
ました。 

つしまの歌プロジェクト 
Mio desighs 

 
オリジナルソング「つしまの歌」
を制作。市民同士のコミュニケー
ション促進ツールとして活用でき
るように、音源化を行いました。 

津島のマスコッ 
トソングとして 
みんなに愛され 
ることを願い、 
周知を図りまし 
た。 

音物語プロジェクト 
音物語事務局 

 
地域共生社会の実現に向けて、障 
がいや心の成⾧をテーマとした演 
劇を開催し、豊かな心をはぐくむ 
ことを目的としたこの事業。 

演劇の開催に向 
けて準備を進め 
ましたが、社会 
情勢を鑑み今回 
は中止となりま 
す。企画は継続。 

つしまサプライズのまち計画 
つしまサプライズのまちプロジェクト 

 
「楽しい・嬉しいサプライズ」を
市内各地で仕掛け、津島市をサプ
ライズのまちとしてブランディン
グすることを目指し、サプライズ 

動画やニュースを 
発信する、情報の 
プラットフォーム 
となるホームペー 
ジを作成しまし 
た。 

ルミエールセンター トンネルギャラリー化事業 
つしまいろ IRO 部 

 

津島市宝町にあるルミエールセン
ターの入口部であるトンネルを、
市民ギャラリーとして活用するた
め、養生や塗装、装飾などの 

DIY を行うイベ 
ントを開催。 
完成には至りま 
せんでしたが、 
今後も継続し 
活動します。 

子供新聞 

子供新聞プロジェクト 

 

津島で活躍する店舗や企業、団体
などを取材し、子供目線でまちの
魅力を発信することを目的に、 

「子供新聞」を創刊。 
様々なテーマを 
取り上げたこの新聞は 
市内各地に設置され、 
多くの方に津島の魅力 
を発信しました。 

癒しと絆で幸せ人生計画 

縁側茶会 

 

津島市本町にある本町ラクザに
て、地域の交流や繋がりを生み出
すことを目的に、癒しと交流をテ
ーマとしたワークショップを開 

催。地域の皆 
さんだけでな 
く、来訪者と 
も交流促進と 
なりました。 

 

ビンテージバイク・ラン in TSUSHIMA 

わっかプロジェクト。 

 

天王川公園にて、かつて行われて
いた天王川公園オートバイレース
の記録と記憶を保存・継承するこ
とを目的に、イベントを開催。 

当時の写真や資 
料を展示すると 
ともに、大正から 
令和までのバイ 
クと記念撮影も 
行われました。 

 



 
 
 
 

津島ファーマーズマーケット 
門前朝市開催！ 

 
月０の付く日は津島神社 南側駐車

場へ！地元で採れた新鮮野菜や直送

のお魚が販売されるほか、開催毎に替わる

出店もあります。 

また、門前朝市新規出店者も募集していま

す。お気軽にお問い合わせください。 
 

日時：毎月０の付く日 9:00～お昼ごろ 

   土日祝は 14:00 まで開催 

場所：津島神社 南側駐車場 

そ の 他：雨天中止 

問 合 せ：あきまる 090-2138-5717  

PHOTO BASE PROJECT 
＠TENNOGAWA 

 
王川公園で行われる、魅力発信や再

訪のきっかけづくりを目的とした

写真撮影会。主催の EASTERS さんは津

島東高校の OBOG が集まり活動されてい

ます。（つしま夢まちづくり提案事業） 
 

日時：３月７日(日)、14 日(日) 

13:00～16:00 

場所：天王川公園芝生広場 費用：無料 

問 合 せ：EASTERS 

（愛知県立津島東高等学校写真部 

OBOG 会） 090-1989-0869 

おさがりひろば 
～今必要なモノを交換しよう～ 

 
ども用品のリユース、リサイクルイ

ベント「おさがりひろば」を開催し

ます！地域の皆さんからいただいたおさ

がり品を、一袋詰め放題（協力金 500 円）

でお持ち帰りできます。当日は、おさがり

品の寄付も同時受付！ 
 

日時：３月 11 日(木)10:30～12:00 

場所：實成寺 開山堂(あま市中萱津南宿 254) 

駐車場有 
費用：入場無料（別途おさがり品有料） 

問 合 せ：にこり PARK 三浦 

✉ puchi2nikori@gmail.com

職場見学・体験できる 
企業を募集します！ 

 

労に悩んでいる方、その家族に対し

個人面接を中心とした支援を行う

「つしサポ」。職場見学・体験を通して仕

事への理解を深め、働くことのイメージを

高めるために取り組みます。 
 

期間：見学(１時間から１時間 30 分程度) 

   体験(半日～1・2 週間程度) 

費用：企業さんが必要な費用負担無し 

そ の 他：万一の事故等に備え保険に加入します 

問 合 せ：津島地域若者サポートステーション 

0567-69-4301

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「コロナ禍」の今、 
防災を考えよう！ 

 
災啓発に関する事業・イベントを企

画し、市民防災意識の向上と、地域

の防災力の向上に取り組む「NPO 法人防

災津島の会」。 

今年は、防災啓発誌として、地震や水害に

見舞われた時のためのガイドを発行して

います。 

市民活動情報コーナーにも通信は掲載中。

ぜひご覧ください！ 

問 合 せ：NPO 法人 防災津島の会 

しょっかいさん 
～簡単レシピ集の紹介～ 

 
ょっかいさんが愛称の「津島市健康

づくり食生活改善推進協議会」さん。 

日々の食事を美味しく、楽しく、バランス

よくできるような活動をされています。 

今年は「食生活改善推進員通信」を発

行し、美味しくバランスのとれた簡単レシ

ピ集を紹介しています。 

 

市民活動情報コーナーにも通信は掲載中。

ぜひご覧ください！ 

津島市シルバー人材センター 
会員募集中！ 

 
ルバー人材センターは、高齢者に働

く機会を提供し、生きがいの充実や

地域社会の発展、現役世代の下支えなどを

推進することを目指しています！ 

まだまだ現役！時間も体力もある！そ

んなあなたをお待ちしています。 

対象：津島市内在住の 60 歳以上の方 

※入会を希望されている方へ月に一度、入

会説明会を開催しています。 

問 合 せ：津島市シルバー人材センター0567-26-8448 

エフエムななみを活用した 
市民活動団体情報発信！ 

 
フエムラジオを活用し、皆さんの活

動を PR してみませんか？海部エ

リア約 33 万人だけでなく、インターネッ

ト放送などにより広範囲に発信できま

す！ 
 

概要：事前収録による毎日放送する番組へ

のコーナー出演（1～3 分程度） 

※営利目的の内容は放送できません 

問 合 せ：西尾張シーエーティヴィ 神田 

   0567-25-8561

 今年度も残すところあとひと月!今ふと思いましたが
なぜ年度の始まりは４月なんでしょう?この世は不思議
でいっぱいだ! 
 押忍!横ちゃんです! 
 先月は恵方巻の謎について取り上げ、今月は年度の不
思議を紐解いて（紐見つけるだけ）いこうとしています。
横ちゃん日記の前段がふしぎ発見シリーズになりつつあ
りますが、自分の勉強にもなるため割と気に入っていま
す。 
 どうやら日本の年度システムは１３０年前、明治政府
が導入したとのこと。これにも諸説あり、農業国である 
 

 
 
日本のお米サイクルに合わせた説や、当時の国の会計年度
の帳尻を合わせ財政を安定させるためである説も発見しま
した。なんかしっくりこない説で変な感じです。区切りっ
てことですよね。何かが終わり、何かが始まるこの区切り
の時期に桜が咲く…とっても印象的です。だから桜が日本
の国花のひとつなのかもしれないですね。 
…国花?なぜ桜と菊?また新たな不思議が生まれたので年
度についてはどうでもよくなりました。 

さて、今回のつし丸カフェにも、市民活動団体さんが実
施するイベント情報を多数掲載しています。新たな趣味や、
スキルアップにぜひ参加してみてはいかがでしょうか? 

毎 天 子

就 防

し シ エ

にこり PARK のブログへリンクします→ 


