
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
津島市まちなか歴史・文化地区（通称：歴史・文化ゾーン）では、地域経済力が低下し、また長い歴史を経

て築かれた伝統や歴史的な建築物が失われつつあり、以前のような活力・にぎわいがなくなってきています。

そこで、市民活動団体さんの豊かな発想力で、まちの活力・にぎわいを創出する事業の提案を募集し、５団体

の事業が採択されました。 

つしまを活性化させたい！つしまのにぎわいを取り戻したい！という、激熱の思いが込められたイベントの

開催情報や様子をご紹介します！ 

 

津島の歴史・文化を全国に拡大・発信する

／神社・お寺の秘宝めぐり まち歩き 

津島ガイドボランティア 

9 月 15 日（日）、津島歴史・文化ゾーンにある神

社やお寺を巡るまち歩きイベントが開催されまし

た。津島が誇る歴史・文化の魅力を全国に広める足

掛かりとして学習型まち歩きを行うこの事業。 

今回のテーマ

は「秘宝」巡り。
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ど、一般に公開されていないものも見学できる貴重

なまち歩きイベントとなりました。貴重な文化財と

ともに津島の歴史と文化を学ぶよい機会となった

のではないでしょうか。 

次回のイベントは、10月 6 日（日）尾張津島秋

祭り/11 月 3 日（日）お茶室巡り/12 月 1 日（日）

御朱印とモロコ寿司手作り体験です！ 

ビンテージバイク・ラン in TSUSHIMA   

／ 百年バイク奉納古典撮影 

わっかプロジェクト。 

10 月 14 日（月・祝）、津島神社周辺にてわっか

プロジェクトさんが企画するイベントが開催され

ます！津島駅西地域

（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・撮影会

を開催するこの事業。 

約 100 年前、天王川

公園ではバイクレース

が行われ、かつてのレ

ース場は今も津島のま

ちに残っています。こ

のイベントでは、100 年前のビンテージバイク（現

役）がまちに集まり古典的な当時の撮影技術等によ

る撮影会が開催されます！ 

一般の方の観覧・参加も可能です。貴重で素敵な

写真が撮れるかも！？ぜひお越しください！ 

 

今回のイベントの様子や次回の詳細については、市公式 HP や市民協働課フェイスブック「つし丸カフェ」

にて公開します。楽しみにお待ちください！ 
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つしま歴史・文化のまちづくり提案事業って、どんな事業？ 
 



 

 
 
 

パステルアート教室 
（ちょこらぼ講座） 

 
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で描

くアート教室です。やさしい風合いの素敵

な作品が描けます。新しい趣味を探してい

る方などは必見！初めての方でもお気軽

に参加できます。 
 

日時：10 月 9 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 

尾張津島お月見灯路 
 

張津島お月見灯路とは、秋の夜長に

行灯の灯りでライトアップされた

津島市内を散策するイベントです。 

 イベント開催期間は、 

日時：10 月 11 日(金)～14 日（月・祝） 

17:30～20:30(ライトアップ時間） 

場所：津島神社周辺ほか 

費用：無料 

問合せ：尾張津島お月見灯路実行委員会 

Mail otukimitoro@gmail.com 

LINE×市民活動！ 
LINE 公式アカウントを活用した情報発信術  

 
報発信…、様々な媒体を活用した発

信方法がありますが、日本では約

8,000 万人のユーザーがいるといわれて

いる「LINE」を活用するテクニックを学

びます。講師は LINE㈱社員さん！SNS

を活用した情報発信術を身につけよう！  
 

日時：10 月 19 日(土)10:30～正午  

場所：とよた市民活動センター 会議室 

費用：無料（先着 30 人） 

問合せ：つしま夢まちづくりセンター 

0567-58-4133

小中学生対象の勉強会 
（ちょこらぼ講座） 

 
学１年生～中学 3 年生を対象に勉

強会を開催します。子どもだけでの

参加も大丈夫です！各自、勉強していただ

き、わからない事があれば元教員が教えま

す。お待ちしています。 
 

日時：10 月 26 日(土)13:30～15:00 

場所：津島市生涯学習センター第 2 会議室 

費用：無料（要予約） 

問合せ：ポピー名西支部 松村 

090-2342-7308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヨガ教室 
（ちょこらぼ講座） 

 
齢に関係なく、また運動が苦手な方

にも大変オススメな「ヨガ」。 

 呼吸法とヨガの動きで、血流やリンパの

流れを良くして代謝改善、筋力の衰え防止。

気持ちまで明るくなり、健康でイキイキ！ 
 

日時：10 月 30 日(水)10:30～11:30 

場所：津島市生涯学習センター1 階体育室 

費用：300 円（要予約） 

持物：ヨガマットまたはバスタオル、飲物 

問合せ：NPO 法人ママ・ぷらす 岡本  

090-3934-3438 

 

「伝えるコツ」セミナー 
㈱電通さんから学ぶ広報のノウハウ 

 
リジナルテキストを用いた講義と、

自団体のスローガンをつくりながら

学ぶ講座です。 

 団体や活動の魅力をうまく伝えるコツ

をプロから学べる機会を活用しよう！ 
 

日時：11 月 3 日(日)13:30～17:30  

場所：とよた市民活動センター ホール 

費用：500 円（先着 60 人） 

問合せ：つしま夢まちづくりセンター0567-58-4133 

脳機能無料測定と脳トレ教室 
（ちょこらぼ講座） 

 
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：11 月 7 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 

090-3954-0757 

津島こい♡こいマルシェ 
こいのまちつしま 縁を結ぶマルシェ 

 
の井戸のそば、津島市本町で月に一

度のマルシェイベントが開催！新

鮮な朝採れ野菜やフリーマーケットなど、

地域の魅力がたっぷり味わえます。 

マルシェへの出店も募集中！ご興味のあ

る方はぜひお問い合わせください！ 
 

日時：令和元年 11 月～翌年 4 月までの毎月第 4 日曜日 10:00～16:00  

場所：津島市本町 1 丁目（本町筋） 

問合せ：津島こい♡こいマルシェ実行委員会 

   0567-25-2701

 東京マラソン、華麗にハズれました。 

押忍！横ちゃんです！ 

 心のどこかで勝手に決めつけていることってあります

よね。今回の東京マラソン抽選がそれでした。 

こういうものって、思い込みの力みたいな、いわゆる

引き寄せの法則（興味のある方はググってみてください）

のようなものが働くと思っていました。自分には引き寄

せの法則、向いてなかったっす。どうせダメだろうなー

くらいの塩梅で思っていたりするほうが良い結果につな

がるように生まれた時に設定されていたんだな！と学習

した良い経験となりました。（10 年以上連続でハズれて

いる方もいらっしゃるようです。正直エグいっす。） 

 さて！つい先日、市民活動を皆さんに知ってもらい、活

動の輪を広げることを目的とした市民活動フェスタ「つし

丸ビュッフェ」の第 1 回実行委員会が開催され、2020 年

3 月 20 日（金・春分の日）に津島市生涯学習センターに

て開催されることが決定しました！ 

 今回で第 5 回となり、春の市民イベントのひとつとして

定着しつつあるつし丸ビュッフェ。実行委員会も市民活動

団体の皆さまで組織されています。 

 参加者全員が楽しめるイベントとなるよう実行委員メン

バーがスクラム組んで開催に向け取り組みます！実行委員

にご興味のある方は横ちゃん（夢まちセンター）まで！お

気軽にお問い合わせください！ 

今後も、出展募集や最新情報など、つし丸カフェや横ち

ゃん日記などでお伝えします！ご期待ください！ 
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