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１ 「信長の台所 津島・まちあそび」の趣旨 

１-１  尾張津島天王祭がユネスコ無形文化遺産に登録 

 ユネスコ（国連教育科学文化機関）は平成 28 年 11 月 30 日（日本時

間 12 月１日）、日本提案の「山・鉾（ほこ）・屋台行事」を無形文化遺

産に登録することを決定した。「山・鉾（ほこ）・屋台行事」には「尾張

津島天王祭の車楽舟行事」が含まれている。無形文化遺産登録は、津島

市の伝統文化の価値や魅力が高く評価されたものと考えられる。津島市

の全国へのアピールになるとともに、市民のふるさとの歴史と文化に対

する再認識につながることが期待される。 

１-２ 「信長の台所 津島・まちあそび」と「まちづくり」 

中世以来、津島は伊勢と尾張をつなぐ湊として、また津島

牛頭天王社の門前町として経済的繁栄を謳歌し、「尾張の金銀

はすべて津島を通る」といわれるほどであった。勝幡に拠点

を置いた織田信定（信長の祖父）、信秀（信長の父）は津島を

支配することによって、勢力域を拡大した。信長にとっても、

商業都市津島は経済的台所であり、津島と熱田の支援によっ

て尾張国を統一し、天下布武の階段を駆け上った。「信長の台

所 津島」といわれる所以である。 

津島中心市街地の活性化という観点からも、観光客が訪れて楽しめる「まちづくり」は重要な課題の

一つである。市民一人ひとりが知恵をしぼりあって、伝統文化の息づく中心市街地を舞台とした総合催

事「信長の台所 津島・まちあそび」は着地型観光そのものと考えている。 

２ 平成 29 年「信長の台所 津島・まちあそび」 

２－１ 平成 29 年テーマ「津島の町なかも無形文化遺産だがねぇ」 

津島の中心市街地は、江戸期の津島文化が今なお色濃く残り、懐かしい空間を形成している。 

キャッチフレーズ《 津島の町なか文化・景観も「無形文化遺産」だと、思いませんか？ 住民が気付

かない「良さ」「素晴らしさ」「懐かしさ」を感じる観光客がたくさんいます 》 

「津島・まちあそび」は、今年で１５回目。毎年、藤まつりに訪れた人々を津島の中心市街地に誘引

し、おもてなしの「着地型観光づくり」のために市民主体の様々な自主催事を行い、楽しい町なか空間

を創出することを目的としている。まちあそびの分野としては、「知る」「造る」「味わう」「聴く」「観る」

「買う」「巡る」の７分野で、次の要素を催事に組み込んだ。 

（ア）市民参加型催事             （イ）市民の手作り催事 

（ウ）津島の歴史文化を発信する多様な講演会  （エ）お茶文化の発信 

（オ）家族で参加できる催事          （カ）祭り文化の紹介と発信 

（キ）再生された町家での催事         （ク）美味しい食べ物の開発 

（ケ）古寺・名所旧跡・小路の再発見 
２－２ 実行組織 

主催：ＮＰＯ法人まちづくり津島、津島市観光協会、天王文化塾 

 後援：津島市、津島商工会議所、西尾張シーエーティーヴィ（株）  
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２－３ 平成２９年「信長の台所 津島・まちあそび」催事一覧表 
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３ 「信長の台所 津島・まちあそび」事業結果 

３－１ 《知る》  

 津島の歴史文化を学び、今に活かすことを主テーマに活動してきた天王文化塾が１８年目を迎え

た。本年『海部津島郷土研究第２号』（頒価 800円）を発刊した。その研究内容に基づき、４月２９

日と３０日の２日間、全６講座を開催した。入場無料、会場は津島市立図書館２階大集会室。今年

は特別講師に安田文吉先生をお招きしたので、例年にも増して６講座で延べ４００人を超える人が

市内外から聴講した。 

また、《知る》企画として、国登録有形文化財「宝泉寺書院」と市指定文化財「渡邉家住宅」を見

学する「津島のお茶室を廻る」催事も行った。 

 

３－１－１ 市民歴史講座 第１日目 ４月２９日（土・祝） 

①１０時３０分～１２時  『家康・宗春の町づくりと祭り』  

特別講師：安田文吉（南山大学名誉教授） 

名古屋を経済活動拠点にした家康は、碁盤割りの町を作り、職人

と商人を住まわせ、物作りと物売りの中心としたと考えている。そ

して、この遺志を受け継いだ宗春は規制緩和による活性化に成功、

名古屋は日本一元気な町となったのである。現在、名古屋城天守閣

の再建が話題となっているが、そのことについても言及した。 
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②１３時～１４時３０分 『文書からみた近世の村 -戸口史料を中心に- 』  

講師：石田泰弘（愛西市佐織公民館長） 

 海部地方の宗門改帳、宗門送り状を使いながら当時の村のよ

うすを探った報告であった。宗門改帳には、家族単位の氏名と

年齢、檀徒として属する寺院名などが記載され、事実上の戸籍

として機能していた。また、宗門送り状は今日の住民登録や異

動証明に似たものであり、結婚・養子縁組・奉公などの時は、

必ず生家の手次寺より先方の手次寺宛送り届けなければなら

ない文書であった。特に婚姻と近隣村々について報告した。 

③１４時３０分～１６時 『織豊期津島社における牛頭天王信仰について  

-領主との関係、「津島社勧進帳」より読み解く- 』  

講師：羽柴亜弥（「愛知県史」特別調査員） 

 各地で多様な性格の牛頭天王信仰が広まる中で、津島におけ

る牛頭天王信仰とはどのようなものなのだろうかを講師は考え

られた。「なぜ津島の牛頭天王信仰が全国に広まり、現在「牛頭

天王総本社」と呼ばれるようになったのか」この大きなテーマ

を解決するための基礎研究として、織豊期段階の津島における

牛頭天王信仰がどのようなものであったのかを、史料研究成果

として報告した。 

 

３－１－２ 市民歴史講座 第 2 日目 ４月 30 日（日） 

①１０時３０分～１２時 『 尾張津島天王祭 閏六月祭礼を考える 』 

 講師：黒田剛司（天王文化塾） 

天文８年（1539）から文政 10 年（1827）の 500 年間に

閏六月は 10 回あったが、10 回とも尾張津島天王祭（六月

祭礼）と翌月の閏六月祭礼が２ヶ月続けて行われていた。

閏六月祭礼の様式は、諸祝儀・振舞を簡素化し、津島五車

と市江車の車楽舟の置物は六月祭礼とは異なる能人形を

飾る、津島五車の当番車の置物は「高砂」以外の初番目物

能の人形とする、津島の大山舟五艘は出さないこととする、

市江車の鉾持は二人とすることなどが定められていた。江戸時代の六月祭礼と閏六月祭礼の祭様式

の違いについて詳細な報告があった。 

②１３時～１４時３０分 『郷土の漢詩人・書家 服部擔風』  

講師：浅井厚視（津島市立南小学校長） 

服部擔風の足跡を辿った報告であった。明治 24年）に漢詩

「梅花唱和の詩」を、「東京日日新聞」(現在の毎日新聞)に発

表し好評を得た。詩の講義や詩作の指導に励み、この地域で漢

詩が盛んになることに尽力した。「擔風さん」と親しまれ、海

部地方の旧家の多くに、擔風書の扁額が懸けられている。昭和

28年『擔風詩集』での日本芸術院賞受賞についても報告した。 
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③１４時３０分～１６時 『 戦後復興と津島市の誕生-70年前の津島市誕生時を振り返る- 』 

講師：園田俊介（津島市立図書館長）  

今年 2017年は、津島市制 70周年の節目に当たる。昭和 22年

３月１日、津島町は長年目指してきた「市制施行」をようやく

実現し、戦後復興へと力強く踏み出す一歩となった。当時はま

だ敗戦から１年半、市内では物資不足による混乱が続いていた

ほか、新制中学の建設、巨大競馬場計画、市民病院の大火や再

建など試行錯誤を繰り返した。当時の資料から 70年前の津島市

の話題なども掘り起こした。 

 

３－１－３ 『 津島のお茶室を廻る 』 

お茶室廻りルート：宝泉寺（書院）⇒渡邉家（涵月楼） 

日時：４月２２日（土）１３時３０分・１５時  

参加費：1,000円（資料・お抹茶代含む）  

参加者：５２人 

津島の本町筋は「お茶室ロード」とも呼ばれ、多くの町

家・寺院にはお茶室がある。今年は、国登録文化財「宝泉

寺書院」と市指定文化財「渡邉家住宅」の津島の代表的な

お茶室を廻り、当主による茶室の来歴、建築様式などにつ

いて解説をうけ、その後、渡邉家ではお抹茶を呈した。 
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３－２ 《聴く》 

３－２－１ 『弦奏会』 

日時：４月２９日（土・祝）１３時～  会場：宝泉寺 

  入場無料 

根強い人気で常連さんも多い。毎年好評で恒例になった

弦奏会が今年も宝泉寺本堂で開催された。本堂は立錐の余

地がないほど満員であった。本堂に心地よい弦の音が響き、

１曲終わるごとに盛大な拍手が送られていた。 

プログラム ①13：00～箏 曲（美鶴会）   ②13：30～津軽三味線（宝福会） 

       ③14：00～二 胡（美華）    ④14：30～民 謡（すみれ民謡会） 

３－２－２ フレンドシップコンサート みんなで歌おう！ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ まのあけみ 

お寺で めいどサロンⅡ《青春歌謡コンサート 歌い継ぎたい昭和の名曲》 

日時：５月３日（水・祝）１０時３０分・１３時３０分の２回公演 

会場：吉祥寺「明日葉ＤＯＪＯ」 参加費 1000円 

昨年も楽しかった。今年はそれ以上。“今”日本人が忘れてはいけな

い 歌い継がれてきた昭和の名曲の数 （々「青い山脈」「東京のバスガ

ール」「上を向いて歩こう」「夜明けの歌」「見上げてごらん夜の星を」

「あざみの歌」など）を、みんなで声を合せて歌った。皆さん、あ

の頃の情景が懐かしくよみがえったに違いない。 
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３－２－３ 『 芸どころは津島ダヨ 』 

日時：５月７日（日）１３時～１６時  会場：津島

神社参集所 大広間 協力金：５００円 

音楽好きな人たちが集まり、シャンソン、ギターバ

ンド、琴、クラシックギターなどを演奏した人も、聞

いていた皆さんも一緒になって、ＧＷ最終日を楽しく

過ごしていた。 

 

３－３ 《買う》 

３－３－１ 『津島でら寺巡り×きまぐれ市』 

日時：５月７日（日）１０時～１４時   

会場：蓮台寺、観音寺、吉祥寺、昭蓮坊、西方寺など 

お寺巡りとマルシェのコラボ企画で、盛りだくさん

のイベントが１日に集中して行われ、終日賑わった。 

（ア）こだわりマルシェきまぐれ市  

（イ）ワンコイン写経体験  

（ウ）うでわ念珠づくり  

（エ）写仏塗り絵と薬膳粥 （オ）お寺でヨガ体操  

（オ）参拝記念仏様巡りスタンプ発行    
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３－３－２ 『愛西の里フェスタ』 

日時：４月１８日（火）～５月１２日（金） 

１０時～１７時   ※日・月・祝は休。 

会場：ふれあいショップダンケ 

障がい者就労支援施設「愛西の里」で製作された自主製

品（マット、手すきはがき）、作品を展示販売します。知

的・身体にハンディーを持った人の社会参加の場である。

頑張っている人たちがいることを知ってもらいたい。 

 

３－３－３ 『トノ割茶屋』 

日時：４月２９日 １０時～１５時   

会場：津島市観光交流センター 

 地元本町１丁目の「トノ割会」が設立されて早１０年に

なる。地元住人と応援スタッフの女性達が五平もち、草餅

団子、お弁当などを観光客らに販売していた。観光交流セ

ンターもお休み処としても利用されていた。 

 

３－４ 《味わう》 

３－４－１ 『煎茶を楽しむ』 

日時：４月２３日（日） 呈茶時間：1０時・１１時・１３時・１４時  会場：渡邉家    

各回定員１０名ほど 

参加費：８００円（お茶＆お菓子、維持管理協力料） 

今回の会場は、江戸期の町屋「渡邉家」。渡邉家住

宅の解説も当主からあった。「より美味しいお茶を味

わうため」に、セミナー形式で煎茶を紹介し、煎茶の

入れ方を実際に見て、お茶を味わうことができた。 

江戸時代中期の日本では、煎茶を飲みながら清談を

交わす、いわゆる「煎茶趣味」が文人の間で急速に広

まったが、渡邉家では女性たちがひと時、世俗を離れ

楽しそうにお茶を飲みながら歓談していた。 
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３－４－２ 『 シーズンカフェ 茶の間 』 

日時：４月２２日（土）～５月７日（日） 

１１時～１７時  会場：シーズンカフェ茶の間 

くつろぎの空間で挽きたての珈琲やお昼のおまかせご

膳を楽しむことができた。 

隣接の「蔵ギャラリー  つづら」ではワークショップ、

作品の展示・販売も行われていた。 

日時：①４月 28日（金）～30日（日） 

②５月３日（水・祝）～５日（金・祝）10時～16時 

 

３－４－３ 『 つむぎまちクラフトビアパーティー 』 

日時：５月６日（土）１３時～１７時   

参加費：2,500円（ビール３杯＋おつまみ）チケット。 

定員 ；３０名 

会場：本町ラクザ（本町２丁目 旧「らく楽家具店」） 

この催事の主催は津島ツムギマチ・プロジェクト、津島駅

と津島神社を結ぶ天王通りと本町などその周辺にある空き

物件の活用を促し、街ににぎわいをつくることを目的に活動

しています。昨年に続き、今年も本町の町家でクラフトビールを楽しめるイベントが行われた。日

本各地のクラフトビールが集められていた。ソフトドリンクも用意されていた。日本各地のクラフ

トビール全１５種類が用意されていた。  
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３－５ 《笑う》  

『 第１３回 ６時間耐久マラソン落語会 』 

日時：５月３日（水・祝）１０時～１６時  会場：瑞泉寺     

木戸銭：前売 1,200円、当日 1,500円 

まちあそび恒例となった６時間落語会。全国に知られるようになり、毎回大好評で立錐の余地が

ないほどである。東西の自称名人が１５人、今年も全国から来演した。全国社会人の大会で抜群の

成績を残されたアマチュア落語家も出演した。「笑う門には福来る」、満場の笑い声が堂内に響き渡

っていた。出囃子は生で、下座のかたは１５人分ずっと三味線を弾き続けていた。感動。 

演目；安芸「干物や」、駄らく

「お菊の皿」、写禄「ラストチン

ピラー」、春木「権助魚」、栄歌「月

に群雲」、寿限無「あくび指南」、

猿の助「赤とんぼ」、喜楽「みど

りの窓口」、笑天「初天神」、小遊

「コロッケそば」、志ッ朝「ぜん

ざい公社」、豆蔵「葬儀屋」、河太

朗「肝つぶし」、さん太「地球最

後の日」、無眠「文六豆腐」 

 

３－６ 《造る》 

３－６－１ 『ＡＭＤ４８ 念珠づくり』 

日時：４月２３日（日） ９時～１６時 

会場：成信坊   入場無料（念珠代別途）   

ＡＭＤとはＡＭＩＤＡ（阿弥陀）。市内の浄土真宗

寺院の住職らが、カラフルな念珠作りの体験会（腕輪

念珠：300円、普通念珠：500円）を行った。参加者は

親子連れが多く、マイ念珠を作って嬉しそうだった。

当日は人形劇なども行われた。 
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３－６－２ 『“星に願いを”暮らしにプチ電飾を手作りしませんか！ワークショップ』 

日時：４月３０日（日） 

午前の部１０時 30分～ 午後の部１３時 30分～ 

会場：吉祥寺「明日葉ＤＯＪＯ」 

参加費：大人 2,000円（材料費・お茶代含） 

暮らしの中で身近にある素材に小さな電子部品を組み

合せ、日常を少し楽しくする物を作るのが好き！というリ

ケジョ講師がワークショップを行い、参加者とともに可愛

い電飾を手作りした。皆さん、熱心に取り組んでいた。 

 

３－６－３ 『まあーいっかーで着物リメイク！』 

日時：５月５日（金・祝） 

13時 30分～ 

会場：吉祥寺「明日葉 DOJO」 

参加費：500円（お茶代含） 

タンスの肥やし着物・羽

織・浴衣を再利用して、ブラ

ウスの簡単な作り方を講師が

伝授した。 

 

３－７ 《観る》 

３－７－１ 『阿部繁弘 ボールペン画 津島の風景展 』 

日時：４月２２日(土)～２７日(木)１０時～１６時 

会場：津島市観光交流センター  入場無料 

 中日新聞朝刊県内版に阿部繁弘氏（日本ボールペン

画協会顧問）の画・文『街道を行く』が毎週水曜日に

掲載され大好評である。今回、平成２４年「上街道散

歩道 津島」全１６回に掲載されたボールペン画の原画

のほか未発表作品を展示した。 

 

３－７－２ 『わらもじ作品展&体験会』 

日時：４月２９日（土・祝）～５月１日（月） 

１０時～１６時  入場無料 

会場：津島市観光交流センター  

まちあそび恒例になった「わらもじ展」。ワンコイ

ン体験会（500円）も行われた。わらを束ねた筆で書く

癒しの書「わらもじ」で、体験会の参加者はわら筆で

個性的な文字を書いていた。けっこう難しそうだった。 
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３－７－３ 『和花まま展』 

日時：５月３日(水・祝)～４日(木・祝) 

１０時～１６時 

会場：津島市観光交流センター  入場無料 

一針一針、花を咲かせるパッチワークの加藤玉枝と一

瞬の判断で花を咲かせる いけ花の日本華道松月加藤邦

鶯庵社中とのコラボレーション。「まちあそび」参画１

２回目となる二人展。尾張津島天王祭をモチーフにした

パッチワーク作品は素晴らしかった。 

 

３－７－４ 『つしまアートスケープ 2017 〜 からっぽの家がみる夢〜 』 

日時：５月５日（金・祝）～７日（日） 

１０時～１６時  

会場：鈴木邸  入場無料 

主催：つしまアートスケープ実行委員会 

空き家と人とまちをテーマに活動をしてきた「つし

まアートスケープ」。今回は『からっぽの家がみる夢』

と題し、若手・中堅アーティストが絵画やインスタレ

ーション等を通して、空き家をアート空間にした。 

  

３－７－５ 『カリグラフィーＶｏｌ，１３』 

日時：４月２８日（金）～５月２日（火） 

１０時～１６時  

会場：カネ長  入場無料 

カードやメニューで見かける美しいアルファベット

文字「カリグラフィー」は「美しい書き物」という意

味。ウィスタリア・パーティーのメンバーそれぞれが

カリグラフィーをいろいろなかたちで表現した。津島

ゆかりの英詩人野口米次郎の英詩もカリグラフィーで

表現されていた。 

 

３－７－６ 『古布で作った小物たち』 

日時：４月２９日（土・祝）５月１・２・４日（木） 

午前１１～１６時 

会場：吉祥寺「明日葉ＤＯＪＯ」 

会費：300円（フレッシュオーガニックハーブティー付）  

古布を使って息吹を吹き込み再生させた小物（人

形・袋・壁掛け・ブローチ）の数々が展示されていた。 

リサイクルショップぐりんぴ～すの協力もあり、た

くさんの再生小物が並べられていた。 
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３－７－７ 『うとうと展 Ｖol,１7』 

日時：５月５日（金・祝）～７日（日）１０時～１７時 

会場：カネ長  入場無料 

初回から続く、毎年恒例となった期間限定ギャラリー＆アートショップ ”ＵＴＯ ＵＴＯ”。今

年も、作家・アーティストらが津島に集結し、歴史ある町家を生かし、魅力ある会場を仕立てあげ

た。やきもの・ガラス・イラスト・雑貨などが展示してあった。「神守のむかしばなし」を素材に

した紙芝居絵「お面さま」も展示されており、観客が今日に深く見入っていた。 

 

３－７－８ 『境内陶器展 -小うつわの宴-』 

日時：５月３日（水・祝） １０時～１６時  

会場：瑞泉寺 入場無料 

瑞泉寺境内での個性派の小うつわの陶芸展。ひそかな人

気があるらしい。本堂からは落語会の笑い声が聞こえた。 

 

３－７－９ 『津島の山車 魅せます』 

日時：５月３日（水・祝）１１時～１５時 

会場：津島神社 居森社、

津島市観光交流センター 

 津島秋まつりの向島祭

の上之町山車と中之町山

車が、津島神社 居森社前

で、壮麗な山車とからく

りの妙技を披露し、津島

市観光交流センターでは、

七切祭の北町山車がからくり人形とお囃子の実演を行った。石採祭車も加わり、大音響でありなが

ら心地よい鉦・太鼓のお囃子を演奏した。 
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３－８ 《換える》 

日時：４月２３日(日) １０時～１７時 

場所：津島まちや・まちなみ再生機構事務所（本町）、

ルミエール実験住宅（宝町） 

主催は津島まちじゅう図書館の会。家に眠っている

読まなくなった本の交換会。親しい人と本を贈り合う

風習のある「サン・ジョルディの日」にちなみ、読ま

なくなった本を持ち寄り、必要な人へ贈る「本の交換

会」を開催した。 

 

３－９ 《巡る》 

３－９－１ 『 ハイキング「津島上街道ひざくりげ -名鉄木田駅から津島まで歩く- 」 』 

日時：５月５日（金・祝） 集合：名鉄「木田駅」北改札口に１０時、出発は１０時２０分。 

参加費無料 コース距離：約１０km 所要時間：約２時間 30分  

木田駅（出発 10：20）…青塚駅 …蜂須賀蓮華寺…勝幡神社…勝幡城趾…根高釜地蔵堂 

…兼平…津島市観光交流センター（ゴール粗品進呈 15：00まで） 

 予想以上の６０人の参加があり、それぞれがマップ片手に旧街道を歩いた。ガイドボランティア

の協力もあり、名所旧跡古寺では解説も行われた。歩くペースは人それぞれで、途中で昼食をとる

人もあり、４時間ほどかかった人もいた。日射しが強く暑い日であったので、日焼けした参加者も

多かった。どうやら、皆さん健康のために毎日一万歩は歩いているようで、疲れた人はなし。  
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３－９－２ 『まちなか スタンプラリー』 

日時：５月４日（木・祝）１０時～１５時（当日のみ開催） 

会場：津島の中心市街地   参加無料  

完歩賞受渡所：津島市観光交流センター 

スタンプポイントは１２か所。歴史・文化の薫る町なかを歩いた参加者に、ユネスコ無形遺産登録の

記念として、完歩賞「尾張津島天王祭図うちわ」１本を８００人に進呈した。今年も津島東高校生がボ

ランティアで手伝ってくれた。 

○ 2017年のスタンプポイントの解説文 

1. 津島神社；無病息災、厄除けの御神徳、国重要文化財の楼門から拝殿へお参りください。 

2. カネ長；元は川魚商店、津島神社参宮道の大石道標と町家風景は津島の名所です。 

3. 妙延寺；戦国武将加藤清正が幼少の頃、手習いをした寺子屋があった日蓮宗寺院です。 

4. 瑞泉寺；南朝皇子良王君の菩提寺。重層の本堂に丈六阿弥陀坐像がある浄土宗寺院です。 

5. 吉祥寺；江戸期は隣の八剣社の別当寺院。堂内に三十三観音像のある真言宗寺院です。 

6. 小中切山車蔵；今市場の山車３輌のひとつ。屋根の構造が、とても珍しい「むくり」。 

7. 観音寺；元は津島社の社僧坊で真言宗寺院。織田家ゆかりの白山社の別当寺でした。 

8. 麩屋町山車蔵；七切の山車７輌のひとつ。狭い路地に適した内輪構造で小回りがきく。  

9. 千体仏；円空作、地蔵菩薩像を中心に小さな仏像 1,008体が光背形式で置かれています。 

10. 市神社；米之座の氏神さま。市場の平和と繁栄と公正な取引を見守る神さまです。 

11. 北町山車蔵；七切の山車７輌のひとつ。からくりは唐子が太鼓を打ちます。 

12. 大龍寺； 南朝後醍醐天皇の孫尹良親王の菩提寺で良王君が創建と伝えます。 

13. 完歩賞進呈会場：津島市観光交流センター；国登録文化財で近代建築遺産の銀行建物。 
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４ 成果と今後の方針 

４－１ 成果 

① 昨年度から津島市が行っている「つしま夢まちづくり提案事業」「つしま歴史・文化のまちづく

り提案事業」に応募した団体が「信長の台所津島・まちあそび」に参画することが増えている。

今後も提案団体が充実した活動が行えるように、受入れ態勢を整えていきたい。 

② 今年の市民歴史講座（６講座）には市外の人々も多く参加した。特別講師として南山大学名誉教授

の安田文吉先生を招いた。大向こうの「待ってました」の掛け声もあり、独特で軽妙な語り口で江戸

時代の尾張藩の様子を講演された。例年以上の聴講者があり、延べ４００人以上が市民歴史講座に聞

き入った。 

③ 「津島ガイドボランティア」は勿論であるが、「おもてなしコンシェルジュ」の皆さんに度々出

会った。高校生のボランティアも天王川公園でよく見かけた。「信長の台所津島・まちあそび」の

スタンプラリーにも３０人ほどの津島東高校の生徒のボランティア参画があった。 

④ ５月４日の町なかスタンプラリーは好天に恵まれ、８００人ほどの人々が参加した。ユネスコ無

形遺産登録を記念して「尾張津島天王祭図うちわ」１本を完歩賞として進呈し、市販していないこと

もあり、非常に喜ばれた。 

⑤ 津島秋まつりの山車が５月３日に、津島神社に２輌、観光交流センターに１輌が出てくれた。石採

祭車３輌も町なかを練ってくれた。祭りにかなう催事はないのではと思わせるほど、多くの観光客が

からくり披露に拍手喝さいした。 

 

４－２ 今後の方針 

① 名鉄電車を利用して天王通りを歩いて天王川公園の藤棚に向かう観光客が例年以上に多かった。 

そのため、まちあそび催事にも多くの参加者があった。また、中国や東南アジア（ベトナム）と

思われる観光客が多かった。外国の観光客に、どのように「信長の台所 津島・まちあそび」催

事を情報発信するのか、今後は検討していく。 

② 「信長の台所 津島・まちあそび」の広報活動として、ＮＰＯ法人まちづくり津島のホームペ

ージなどで積極的に情報発信をした。事務局への問合せを多くあった。今後も情報発信の媒体を

増やしていきたい。 

③ スタンプラリーのポイントとして、山車蔵３か所を組み込んだ。また、津島神社には向島山車

２輌、本町筋の観光交流センターにも北町山車に出てもらった。石採祭車も町なかを巡行した。

津島秋まつりの山車展示は、観光客に人気であり、津島の歴史文化の紹介の上で効果的である。 

④ お茶室・抹茶文化は津島の文化遺産であり、町家・お茶室を組み合わせた催事は人気がある。

今後も渡邉家住宅、堀田家住宅、本町筋の町家茶室、宝泉寺書院を繋いでいく催事を展開してい

きたい。 

⑤ 昨年から、「信長の台所 津島・まちあそび」リーフレットに催事のＱＲコードを掲載している。

来年度もまた、多くの催事主催者にＱＲコードの導入を働きかけたい。 

⑥ 今年は、天王文化塾主催で「津島上街道ハイキング」を行った。これからも広域的なルートを

開発し、近隣市町村と連携したハイキングを行うようにする。 
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平成２９年「信長の台所 津島・まちあそび」企画賞 

渡邉家住宅での『煎茶を楽しむ』 

 
 

 平成２９年「信長の台所 津島・まちあそび」作品賞 

『うとうと展 Ｖol,１7』での紙芝居画「お面さま」 


