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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、激アツの思いが込められたイベント

の開催情報をご紹介します。 

津島の歴史・文化を全国に拡大・発信する／神社・お寺巡り（秘宝） 

津島ガイドボランティア 

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。 

9 月に開催される第 2 回では、津島にある「お宝」が 

がキーワード。津島駅を出発し、歴史・文化ゾーンの寺院 

を巡ります。東海三県で寺密度ナンバーワンの津島。 

まちに眠るお宝を見つけ、津島王に俺はなる！津島ガイド 

ボランティアのユーモア溢れるガイドとともに楽しもう！ 

 ●日 時 9月 15 日（日曜）9：30（津島駅集合） 

 ●参加費 100円（資料代）●申込・問合 津島ガイドボランティア中元 ☎ 080-2617-7888 まで 

津島の祭りをもっと知ろう／秋まつり山車蔵めぐり 謎解きゲーム ～信長からの挑戦状～ 

津島おもてなしコンシェルジュ 

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 

図ることを目的に参加・体験型のイベントを開催するこの事業。 

  尾張津島秋まつりの開催に合わせて企画された今回のイベントは謎解きゲーム。 

  なんと謎を仕掛けたのは戦国時代を駆け抜けた三英傑の一人、織田信長！ 

山車蔵等に散りばめられたヒントを辿り、信長からの挑戦に受けて立とう！謎を解い 

ているうちに色々な発見があなたを待っています。もっと祭りが好きになる、もっと 

津島が好きになること間違いなし！？皆さんの挑戦をお待ちしています！ 

 ●日 時 10 月 5 日（土曜）10：00～15：00（受付は 13：00 まで） 

 ●受付場所 ゲストハウス「げた家」 津島市天王通り 1-21 

 ●参加費 500 円（参加キット代） 

 ●問 合 津島おもてなしコンシェルジュ ✉ omo2468@yahoo.co.jp 

 

・・・・・・知る知るつながるつしまる情報 

第 58 号 令和元年 9 月 1 日発行 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 
TEL/FAX 0567-58-4133 
Email community@city.tsushima.lg.jp 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.tsushima.lg.jp 
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ http://www.facebook.com/tsushimarucafe 

つしま歴史・文化のまちづくり提案事業って、どんな事業？ 
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トリオクーナ 
駄菓子ライブ！ 

 
ロンボーン、トランペット、ピアノ

のトリオのほか、ゲストとして筝が

登場します。素敵な音色に出会えます。駄

菓子と一緒に楽しい音楽を！  
 

日時：9 月 7 日(土)18:30 開演 

(18:00 開場)  

場所：ルミエールセンター(津島市宝町 13) 

費用：チケット大人 2,000 円 

高校生 500 円 中学生以下無料 

問合せ：トリオクーナ 照喜名 

090-2929-4911 

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 

 

ルミエールフェスティバル 
ｖｏｌ.２ 

 
回は様々な「秋」をテーマとしたお

楽しみが盛りだくさん。読書、芸術、

スポーツ、食欲など、みんなの秋を見つけ

よう！ 
 

日時：9 月 14 日(土)、15 日(日) 

11:00～17:00  

場所：ルミエールセンター(津島市宝町 13) 

費用：入場無料 

問合せ：空き家まるごとプロジェクト 

0567-26-6266

秋まつり 
ボランティアまつり！ 

 
ランティアサークル若竹さんが企

画するボランティアまつり！輪投

げや射的など、ゲームでお菓子や景品をゲ

ットしよう。定番の模擬店だけでなく、珍

しいゲームも登場！？たっぷり遊んでた

っぷり楽しもう！ 

日時：9 月 15 日(日)11:00～15:00 

場所：津島市中央児童館 (津島市橘町 5-18) 

費用：有料(1 回 10 円～50 円) 

問合せ：津島市中央児童館 

0567-26-3540

 音の玉手箱 
光のアートと音楽の朗読！ 

 
トリングス・アルテ・ムジカの仲間

たちと、津島市でも活躍している男

声合唱団フロイデによる音楽イベント「音

の玉手箱」。今回はどんな音楽やおはなし

が飛び出す！？  
 

日時：9 月 15 日(日)14:00～15:00 

(13:30 開場)  

場所：あま市美和文化会館多目的ホール 

費用：無料 

問合せ：あま市美和図書館 

052-449-1070 

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

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。 

日時：9 月 28 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してください

音楽ネットこすも 
夢コンサート（第 23 回） 

 
楽仲間が集まり、子どもから高齢者

までみんなで楽しむコンサートで

す。今回は名古屋吹奏楽団や混声コーラス

など盛りだくさん。お気軽に遊びに来てく

ださい。 

日時：9月 29日(日) 開演 13:00 開場 12:30  

場所：あま市七宝焼アートヴィレッジ 

費用：入場無料 

問合せ：音楽ネットこすも 大宮 

090-2612-6210 

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：10 月 3 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

 令和最初の夏も終わりに近づいています。お盆も過ぎ

て朝夕はなんだか涼しくなってきましたね。最近のジャ

パンは夏と冬しかないのではと、二季折々なのではと思

ってしまう今日この頃ですが、ちょっぴり秋を感じてい

ます。押忍！横ちゃんです！ 

 一番好きな季節、そう、夏が終わりに近づいています。

わたしがなぜ夏が好きかといいますと、スイカが大好き

だからです。この地球に数多と存在するすべての食材の

中でトップクラスの好き度を誇る食べ物。そう、それは

スイカ。なんであんなに美味いのか、ああ、これを書い

ている今もスイカのことで頭がいっぱいになってきまし

た。スイカに塩をかけて食べる人っていますよね。昔は

邪道だと思っていました。今となっては、初めてあの組み

合わせを試みた人に感動さえ覚えるほどです。もちろん素

材を楽しむスタイルもサイコーですが、塩かけて食べるの

も超サイコー、全部サイコーです。塩とスイカの相性って

素敵な相性です。薄焼きカルビとライスくらい素敵。焼肉

を食べるときはこの組み合わせが絶対です。味噌煮込みう

どんにもライスが絶対に必要であります。 

 食べ物だけで日記が終わるところでした…、秋も感じな

いと！みなさんの秋といえば何でしょうか？スポーツ？芸

術？それとも食欲？わたしはもちろん、市民活動（食欲も！）

の秋！ 今月もみなさんからたくさんの市民活動情報が集

まりました。お出かけしやすいシーズンです。スポーツも

芸術も食欲も、そして市民活動も！ 

令和最初の秋を思いっきり欲張って楽しみましょう！ 

ト パ 今 

ボ ス オ 

小 音 脳 

（フェイスブックページ）をご覧ください。 

イベントの詳細については、フェイスブックページ（QR コード）をご覧ください。 


