
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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！ 

 

津島の祭りをもっと知ろう／尾張津島天王祭 

稚児打ち回し 稚児行列お迎え  

津島おもてなしコンシェルジュ 

7 月 26 日（金）、津島神社周辺にてイベントが開

催されました。津島の「祭り」・「神事」の魅力を再

確認、再発見するとともに、郷土愛の醸成を図るこ

とを目的とした

今回のイベント

では、尾張津島

天王祭の神事の

一つである「稚

児打ち廻し」を

行うため、車河

戸から津島神社

へ向かう稚児行

列に提灯を持ちお出迎えするものです。荘厳な稚児

行列を囲む幻想的な灯りに揺らめく提灯。100名を

超える参加者とともに照らされました。 

次回のイベントは 10 月 5 日（土）秋祭りに開催

される「山車蔵めぐり～信長からの挑戦状～」！ 

謎を解いて市内を巡り、信長からのミッションに

挑戦！秋祭りをもっと楽しもう！

津島の歴史・文化を全国に拡大・発信する

／尾張津島天王祭 朝祭 まち歩き 

津島ガイドボランティア 

7 月 28 日（日）、津島神社周辺にてイベントが開

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、寺社や祭、名産品等をテ

ーマとした学

習型まち歩き

を行うこの事

業。今回は、「尾

張津島天王祭

朝祭」をテーマ

とした学習型

まち歩きを開

催しました。津

島駅から津島神社まで、天王祭にまつわる各所を巡

り、歴史や由来を学びます。当日は 30 名を超える

参加者が集まり、津島ガイドボランティアさんの深

い知見とユーモアあふれる解説を聞きながら津島

の歴史・文化を学びました。 

この学習型まち歩きは全 5 回のコースです。次回

は 10 月 6 日（日）、「尾張津島秋祭り」がテーマ。

歴史・文化の魅力を存分に味わおう！

 

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？ 
 



 

 
 
 

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) 

世界のことばで遊ぼう 
親子で多言語！国際交流！ 

（ちょこらぼ講座） 
 

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：8 月 27 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 

「社会的インパクト評価」基礎 
キックオフセミナー！ 

 
業や活動による社会的な価値を表

現し、活動に活かすための指標とな

る「社会的インパクト評価」。休眠預金を

活用した助成をはじめ、様々な助成制度等

の申請にも役立つ基礎セミナーが開催さ

れます。 
 

日時：8 月 31 日(土)13:30～17:00  

場所：あいち NPO 交流プラザ（ウィル愛知） 

費用：無料 

問合せ：NPO 法人ボランタリーネイバーズ 

052-979-6446

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

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：8 月 31 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 

ショートメールを送信ください

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：9 月 5 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 

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。 
 

日時：9 月 11 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 

ママのための癒しタイム 
Being up シートセッション 

（ちょこらぼ講座） 
リジナルシートとカードを使いな

がら、無意識の部分にあるあなたの

チカラを意識化！誰しもが持つ自分に対

する「マイナス意識」を「自信」へ！ 

日時：9 月 17 日(火)10:00～11:45 

場所：津島市生涯学習センター第７会議室 

費用：500 円 

問合せ：Being up 協会 

講座の詳細や申込は、右の QR コード

東京マラソン 2020 の抽選、絶対当たりますように！ 

押忍！横ちゃんです！ 

８月１日は東京マラソン 2020 の一般エントリーの開

始日です…。抽選倍率はおそらく 12 倍…。かなりの狭

き門ですが、なんとしても走ってみたいものです。 

趣味であるランニング。日中は暑すぎて走れないので、

このシーズンは早朝もしくは夜をメインに走っています。 

走るって、サイコーです。体力だけでなく、メンタル

も鍛えられている気がします。辛さを超えたその先の達

成感は、他の何事にも代えがたいものです。それになに

より、練習した分だけ成長していく過程が目に見えてわ

かるのが気持ちいいんです。走った距離は裏切らない、

昨日の自分を超えていく！といったカッケー精神をモット

ーに東京マラソン（絶対当たれ）に向けて練習しようと思

っています！でも夏は飲み会やらなんやらが多いので、ぶ

っちゃけあんまり走りません！ 

 今回のトップ記事でご紹介しました、「つしま歴史・文化

のまちづくり提案事業」で採択された団体さんが実施する

イベント等が続々と予定されています。多種多様なジャン

ルで開催されるイベントに今後も目が離せません！このつ

し丸カフェはもちろん、市公式ホームページや、市民協働

課フェイスブック「つし丸カフェ」、また、エフエムななみ

などでも最新の情報や、開催情報をお知らせする予定です。

知らなかった魅力がいっぱい！？津島をもっと好きになっ

た！！きっとこんな気持ちになれそうです。 

要チェック！そして参加してみてはいかがでしょうか？ 

文 
世 

事 

子 小 

脳 パ オ 

（フェイスブックページ）をご覧ください。 


