
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

津島市まちなか歴史・文化地区（通称：歴史・文化ゾーン）

の活力・にぎわいを創出することを目的とした事業提案を募集

し、6 月 15 日（土）に公開審査会が開催されました。 

今年度は、６団体から事業の提案があり、そのうち下記 5

事業に対して補助金の交付が決定されました。 

今後、令和２年３月までの期間に各団体が事業を実施し、歴

史・文化ゾーンを大いに盛り上げて行きます。イベント等の詳

細については、本紙はもちろんのこと、津島市公式ホームペー

ジ、Facebook 等でもお知らせしますので、どうぞお楽しみ

に！！ 
 

提案団体名 事業名 提案概要 

津島ガイドボランティア 
津島の歴史・文化を全国に拡

大、発信する 

津島が誇る歴史・文化の魅力を全国に広める足掛か

りとして、寺社や祭り、名産品や抹茶体験などをテ

ーマとした学習型まち歩きを実施する。 

わっかプロジェクト。 

（ビンテージバイク・ラン 

in TSUSHIMA 準備委員会） 

わっかプロジェクト。 

（ビンテージバイク・ラン 

ｉｎ TSUSHIMA 準備委員会） 

津島神社や天王川公園など、歴史・文化ゾーンをブ

ランディングし、新たな価値を生み出すことを目的

に、ビンテージバイクをコンテンツとした展示・写

真撮影会を開催する。 

津島おもてなしコンシェ

ルジュ 
津島の祭りをもっと知ろう 

津島の祭り・神事の魅力を再確認し、郷土愛の醸成

を図ることを目的に、天王祭における神事及び秋祭

り期間中に参加、体験型イベントを開催する。 

津島の宝物ひろめ隊 
津島神社を発見するプロジ

ェクト 

津島神社、天王信仰に関わる事象の発掘と繋がりづ

くりを目的に、愛知県内にある津島神社の調査を行

う。また、得られた情報や調査結果を可視化し、成

果の展示発表会を開催する。 

津島紡町実行委員会 

つしまちレトロハント 

～まちを紡いでお宝を探し出

せ～ 

市内の事業者と内外から訪れる訪問者とのコミュ

ニケーションの場を創出し、地域のファン、また、

再訪のきっかけを作ることを目的に、参加型の市内

回遊イベントを開催する。 

つしま夢まちづくりセンター 
津島市役所 市民生活部 市民協働課 地域コミュニティ G 
 
〒496-0011 津島市莪原町字椋木 5 生涯学習センター内 
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ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.tsushima.lg.jp 
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つしま夢まちづくりセンタースタッフが取材をし、団体特集記事

として、本紙「つし丸カフェ」に掲載させていただきます。 

取材対象は、津島市公益活動団体バンクに登録されている団体な

らどの団体でも OK！ただし、取材内容は営利な活動を除きます。 

活動内容や団体の思いを市民活動情報誌「つし丸カフェ」に掲載

することで、団体活動のモチベーションアップはもちろん、一緒に

活動したいという仲間の発掘や、他団体とコラボレーションするき

っかけが生まれます。 

 

興味がある団体は、下記までお問い合わせください。 

●つしま夢まちづくりセンター（0567-58-4133） 

●津島市役所市民生活部市民協働課（0567-55-9298）

 

ワクワクするまちに

しよう！ 

津島市では、市のまちづくりの方針を示す「第 5 次津島市総合計画」の策定を進めています。策定

にあたり、幅広い市民の皆さんと一緒に、「これからの津島のまちづくり」について話し合う「つし

ま未来会議」を開催します。未来の津島市の姿を一緒に考えてみませんか？ 

○開催日時：9 月 7 日（土）、10 月 5 日（土）、10 月 26 日（土）（全 3 回） 

      午前 9 時 30 分～午後 0 時 30 分 

○場  所：津島市生涯学習センター（莪原町字椋木 5 番地） 

○ ：市内在住の 18 歳以上の方 30 名程度 

○募集人数：５名程度（応募者多数の場合は選考させていただきます） 

○申込方法：「住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号、100 字程度の応募動機」を任意の用紙に 

記入の上、郵送、FAX、メールで 7 月 19 日（金）までに下記までお申し込みください。 

○お問合せ：津島市役所市長公室企画政策課 

      TEL 0567-55-9465 FAX 0567-24-1791 

      Email machi@city.tsushima.lg.jp 



ちょこらぼ講座とは、「団体の活動を知ってもらう場」「市民の方が市民活動を始めるきっかけの場」を 

作ることを目的に、市民活動団体のみなさんがそれぞれの講座を持ち寄り開催されているものです。 
 

 

脳機能無料測定と脳トレ 

認知症予防講座 
 

機能診断ツールによる無料測定とタ

ブレットを使った記憶ゲームや文字

の並べ替えを行い脳を刺激する認知症予

防講座を開催します。 
 

日時：7 月 4 日(木)10:30～11:30 

   8 月 1 日(木)10:30～11:30 

場所：津島市生涯学習センター第 4会議室  

費用：500 円 

問合せ：特定非営利活動法人ライフサポートみわ 

 西島 090-3954-0757

新しい趣味にしませんか？ 
パステルアート教室 

 
ステルというカラフルな画材をパ

ウダー状にして、コットンや指など

を使ってアート作品を制作する教室です。

やさしい風合いの作品を簡単に描けます。 
 

日時：7 月 10 日(水)9:30～11:30  

場所：津島市生涯学習センター第 3 会議室 

費用：500 円(要予約) 

問合せ：光 平野 

090-8673-8404 

英語で楽しく 
親子英会話 

 
ビーサイン・歌・絵本などを英語で

触れ合うことができます。幼児期に

英語のシャワーを浴びる事で、苦手意識を

持つことなくリスニングが得意になりま

す！ 
 

日時：7 月 1１日(木)10:30～12:00 

場所：津島市生涯学習センター第 2会議室  

対象：０～３歳親子 

費用：一組 500 円 持物：飲み物 

問合せ：NPO 法人 ママ・ぷらす 横山 

090-9896-6468

 

 

自信とやる気 UP！！ 
Being up 子育て講座 

 
マ同士の自己紹介から始まり、ジャ

ンケンで心の動きを感じる体験や

生きるために必要な 3 つの自信、やる気

を育む関わり方を学べます。 
 

日時：7 月 17 日(水)10:00～1２:00 

場所：津島市生涯学習センター第７会議室  

費用：500 円 

その他：ママのみ参加、託児はありません 

問合せ：Being up 協会 

090-5038-9655 

小中学生対象の勉強会 
夏休み読書感想文教室開催！ 

 
学生、中学生を対象に読書感想文教

室を開催します。必ず本を読んでき

てください。小学生は親子もしくは保護者

と参加してください。 
 

日時：7 月 24 日(水)10:00～11:30 

場所：津島市生涯学習センター第 6 会議室 

費用：無料（要予約） 

持物：本、作文用紙、筆記用具、水筒 

問合せ：ポピー名西支部 松村 

naoko-matsumura18@docomo.ne.jp 

世界のことばで遊ぼう 
親子で多言語！国際交流！ 

 
界のことばや音楽を聞きながら、踊

ったりゲームをしたりします。小学

生の海外ホームステイの話もあります。世

界を身近に感じてもらえる会です。 
 

日時：7 月 23 日(火)10:00～11:30  

場所：津島市生涯学習センター第 1 日本間  

費用：無料 

問合せ：ヒッポファミリークラブつしま 

谷川原 090-7046-6216 

 
 
 

 

令和２年 2 月 29 日（土）までに開催する講

座を募集します。団体の皆さんの活動を広める

とともに、新しい出会いが生まれる良いきっか

けになりそうです。ちょこらぼ講座を活用して、

市民活動の幅を広げましょう。 

 

 

○開催期間：～令和２年 2 月 2９日（土） 

○開催時間：9 時～16 時 30 分 

○会  場：津島市生涯学習センター（大ホールは除く） 

○申  込：「ちょこらぼ講座開催申込書」をご記入のうえ、 

つしま夢まちづくりセンターへご提出ください 

※申込書の様式は市公式ＨＰに掲載しています 

○お問合せ：つしま夢まちづくりセンター 

0567-58-4133 

津島市役所 市民生活部 市民協働課 

0567-55-9298 

 

 

 

脳 パ ベ 

マ 小 世 

ご応募 

お待ちしています！ 



s 

 

子育て支援者養成講座 
１講座のみの受講も可能 

 
分のため、誰かのため、始めません

か？修了者は地域で子育て支援をす

る有償ボランティアとして活動できます。

子育て・孫育てに役立つ講座です。 
 

日時：7 月４日(木)10:00～等 

全６日間 詳細は下記問合せまで 

場所：稲沢市 勤労福祉会館 3 階 

費用：無料 

問合せ：津島市ファミリーサポートセンター  

0567-55-7708 

お寺を巡りながら街歩き 
津島でら寺巡り 

 
籠ワークショップやチャリティー写

経、キッチンリエゾンの出張お寺カ

フェ等を津島駅周辺寺院で開催。寺院を巡

りながら街歩きをお楽しみください。 
 

日時：7 月 7 日(日)10:00～ 

場所：蓮台寺ほか津島駅周辺寺院 

   詳細は下記問合せまで 

費用：灯籠ワークショップ 500 円～等 

問合せ：津島れんげの会 山内 

   090-6646-0240 

アレルギーっ子・アトピーっ子 
親子で学ぶスキンケア教室 

 
キンケアの必要性と大切さを、お子

様にもわかりやすいお話とスキン

ケアのポイントを体験しながら学びます。

是非、ご参加ください。 
 

日時：7 月 30 日(火)13:30～15:30 

場所：美和公民館 会議室１・２ 

対象：小中学生親子および興味のある方 

費用：1 組 100 円(要予約・先着 30 名) 

問合せ：アレルギーっ子あつまぁれ会 

   鹿嶌 090-6645-6938 

   ショートメールを送信ください 

津島の郷土食 

もろこ寿司をつくろう 
 

司職人から学べる小・中学生を対象

とした伝統料理教室（全５回）です。

津島の郷土食である『もろこ寿司』に関す

る知識や作り方を学べます。 
 

日時：7 月 30 日(火)14:00～ 全 5 回 

場所：津島市総合保健福祉センター 

費用：無料  定員：10 名程度 

申込：７月１0 日までに下記問合せまで 

問合せ：津島郷土食保存会 伊藤 

090-3480-1205 

第 11 回空缶朗読会 
忘れないで…あの日 

 
争を語り継ぐ朗読会を開催します。

今回はお子さんにも聴いていただけ

るよう絵本や、戦争中の食べ物についての

回想をお届けします。 

 

日時：８月 4 日(日)14:00～15:30 

場所：津島市立図書館 2 階大集会室 

費用：入場無料 

問合せ：戦争を語り継ぐ朗読グループ『空缶』  

寺田 090-3257-4169 

津島市社会福祉協議会 
親子わくわく体験ツアー 

 
祉の現場を親子で体験できる日帰り

ツアーです。行き先は、介助犬総合

センター～シンシアの丘～、あいや等。申

込みは７月 12 日(金)までです。 
 

日時：８月 6 日(火) 

対象：市内小・中学生とその保護者 

定員：30 名 応募多数の場合は抽選 

   費用等詳細は下記問合せまで 

問合せ：津島市社会福祉協議会 

   0567-25-8411

津島市観光交流センター 
縁日イベント！ 

 
化財である津島市観光交流センター

で縁日イベントを開催！津島クイズ

にチャレンジして、縁日で遊べる遊戯券を

もらおう！  
 

日時：8 月 18 日(日)10:00～16:00  

場所：津島市観光交流センター 

費用：1 回 50～100 円(縁日遊技代) 

交通：駐車場は最寄りの時間貸し駐車場 

   をご利用ください。 

問合せ：津島市観光交流センター 谷田 

0567-25-2701(月曜日休館)

お箏の教室 
～お箏の魅力を体験しよう～ 

 
どもたちを対象にお箏の教室（全

10 回）を開催します。最後には発

表会も予定。邦楽に親しみ、豊かな感性・

想像力を育んでいただけます。 
 

日時：8 月 31 日(土)10:00～ 全 10 回 

場所：津島市文化会館 1 階練習室 等 

費用：無料 

定員：30 名程度 

申込：８月 20 日までに下記問合せまで 

問合せ：筝曲会 伊藤 

090-3480-1205

日々のストレスや疲労を、「アイドルソング」で
癒しています！押忍！横ちゃんです！ 

７月になりました！夏です！令和最初の夏、みな
さん夏休みはどこかへ行かれますか？私はエアコン
の効いた最高の環境で撮りためた海外ドラマや読書
などスーパー引きこもりの生活を送る予定です。サ
イコー！ 

今月は津島市で活動する団体さんの記事が盛り
だくさん！このつし丸カフェ（情報誌）、いつもは
A4 サイズ１枚に収めて作成していましたが、今回は
このサイズになりました！拡大版です。様々な分野
で活動する団体さんのイベントに興味がありました
らぜひ足を運んでみてください。きっと素敵な出会

いや体験があなたをお待ちしていますよ！活動に興
味があればぜひ参加してみましょう！ 

このつし丸カフェ（情報誌）、たくさんの方に手
に取っていただき大変うれしく思っています。記事
の内容や、つしま夢まちづくりセンターに関するご
質問はもちろん、ボランティアや市民活動について、
こんなことを記事にしてほしい！や、横ちゃんにア
レを聞いてみたい！などご意見がありましたらお気
軽にお問い合わせください！お答えできる範囲で可
能な限りお伝えいたします！ 

灼熱のシーズンが続きますが、熱中症等に十分に
お気を付けいただき、サイコーの夏をお過ごしくだ
さいませ。 

自 灯 ス 

寿 戦 福 

文 子 


