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ＮＰＯ法人まちづくり津島の目的

（１）ＮＰＯ法人まちづくり津島は、まちづくりに関
する調査研究、政策提言、相談や助言、研修、
知識の普及や情報発信、人材交流及びネット
ワーク促進事業及び指定管理者事業を市民、
行政、企業の協働のもとに行う。

（２）市民主体のまちづくりの推進役となる。

（３）海部地域の豊かな暮らしの実現と中心市街
地の活力の再生に寄与する。



(1)図書館イベントの実施

図書館未利用者へのPRや図書・地域資料などの紹介
を目的とした、コンサート、子育て支援、文化講演会な
ど各種イベントを実施した。関係機関や住民と連携し、
地域の魅力を掘り起こした。

(2)子どもの読書・文化振興

児童イベントの質的向上、「学年別おすすめ本」発行。

(3)地域文化コレクションの整備・充実

(4)読書奨励事業

児童幼児読み聞かせ・体験講座・郷土史講座・読書会等
を実施。

津島市立図書館 指定管理業務の充実



愛西市中央図書館の管理運営の進め方

市民の学びや知識交流の場としての図書館機能を充
実させ、市民の文化発信・文化創造を支援する図書館
をめざす。

❶ 利用しやすい
いつでも、誰でも、気軽に訪れ利用しやすい図書館

❷ 楽しい
新たな知と文化に出会うことの楽しさを提供する図書館

❸ 学べる
調べものや生涯学習を支援し、市民が交流できる図書館

❹ 地域情報の拠点
地域の歴史文化を学べる講座や展示が充実した図書館



「奥山景布子先生“里帰り”講演会」事業報告

日時：9月23日（日）午後2～4時 参加者８８名

津島市出身の人気小説家である奥山景布子氏

を招聘し、さまざまなテーマで講演会を行った。

2018年4月に「新田次郎文学賞」、その後11月

に「本屋が選ぶ時代小説大賞」を受賞するなど、

作品の評価は高い。

図書館での文筆家講演会は、社会教育を進

める目的および意義に十分適う事業である。参

加者数がある程度見込めることが前提であるが、

今後も機会があれば実施したいと考える。

津島市立図書館



『津島の浮世絵版画 －江戸・明治期の津島版画集成－』

江戸時代以降、「津島神
社」やその祭礼「尾張津島
天王祭」を描いた作品が多
く生み出された。江戸中期
に津島の団扇屋が、絵団扇
として版画を加工販売する
と、これが土産物として大変
な人気を集めた。讃岐・大
和とならぶ絵団扇の名品と
して大いに賞賛された。

こうした歴史的経緯を踏まえ、津島市
立図書館では江戸・明治期の郷土版
画を網羅的に収集し、今回、図版資料
集『津島の浮世絵版画』を刊行した。

掲載画数：98点、100ページ

サイズ ：A4版（短辺横綴）

発行日 ：令和元年(2019)5月1日

編著者 ：園田俊介

発 行 ：津島市立図書館

NPO法人まちづくり津島



7月14日 歴史・文化講演会
『佐屋の歴史』 8月19日 こんちゅう切り紙工作会

ボールペン画作品展 季節を楽しむ俳句短歌教室

愛西市中央図書館



愛西市は、「佐屋・立田・
八開・佐織」と、4地区が
南北広範囲に位置して

おり、子供たちが、図書
館に直接来館することが、
難しい地区もある。
子供達が色々な本に出
会えることを希望してい
るが、小学校教員・保育
士・児童館職員も、多忙
の為、開館時間内に、本
を選書したり貸出・返却
に来館することが難しい
との声を受け、平成30年
度から、愛西市内小学
校・児童館・保育園・子
育て支援センターに、団
体貸出の配送サービス
を開始。

平成30年度1年間
で、10団体、延べ
6,756冊の貸出。



『学んで！味わう！春の八開ぜいたくまち歩き』
（歴史文化講座まち歩き）

日時：平成30年5月13日（日） 午前10時～ 参加者：50名

愛西市内の歴史・文化講座まち歩き
を開催。愛西市八開地区の名所・旧
跡を巡り、地域の歴史を学んだ。
今回の講座も、愛西市観光協会所

属の「あいさいボランティアガイドの
会」の方のご協力により、ポイントとな
る箇所を案内して頂いた。また、ＮＰ
Ｏ共催での企画であり、本部からの
職員も参加して協力した。



『秋の蓄音機コンサート』
日時：平成30年10月20日（土） 午後1時30分～ 参加者：70名

愛西市の図書館で、初めて開
かれた音楽コンサート。事前に、
整理券を配布し、当日は、70名
の方が、珍しい1930年代の蓄
音機の音色を聴きに来館してく
ださった。
なごや蓄音機クラブの勝原良
太様を始め3名の方が、蓄音機
の解説・曲目の解説などお話し
してくださり、参加者は、それぞ
れ熱心に耳を傾けていた。



『レンコン街道と信長ゆかりの小木江城址を訪ねる』
（歴史文化講座まち歩き）

日時：平成30年11月11日（日） 午前10時～ 参加者：60名

4回目となった愛西市内のまち歩き。
愛西市立田南部地区の名所・旧
跡を巡り、愛西市観光協会所属の
「あいさいボランティアガイドの会」
の方の案内により、参加者とともに
歴史の知識を深める事が出来た。



平成３０年度
まちづくり事業報告

（１）「ＮＰＯ法人まちづくり津島」の特質である歴史文
化を活かした「まちづくり」事業等を行う。
（２）指定管理者「図書館」を拠点とした「まちづくり」
事業を積極的に展開。
（３）津島の「まつり」の集客力を高める事業を行った。
（４）まちづくり事業を津島商工会議所、津島市観光
協会などの組織・団体と協働して実行した。



事 業 名
事業区

分

事業決算 （円）

総 額 収 入
ＮＰＯ
負担額

1 平成30年信長の台所津島・まちあそび ② 1,370,029 950,000 420,029

2
おもてなしイベント「夏 六百年 観る聞く知る 天

王祭」
③ 300,000 0 300,000

3 第1回尾張津島お月見灯路 ① 450,000 0 450,000

4 『歴史写真集 愛西 第1集』発刊 等 ① 599,400 166,100 433,300

5 渡邉家住宅の利活用 ① 50,304 0 50,304

6 カネ長の利活用 ① 349,238 229,500 119,738

7 尾張津島秋まつりﾎﾟﾛｼｬﾂ製作 ① 49,080 30,000 19,080

8 他団体・組織とのまちづくり事業協働の推進 ① 0 0 0

9 愛西市の各種団体とのネットワーク構築 ① 0 0 0

10
図書館事業負担分（津島市立図書館）

①
66,822

0
66,822

（愛西市中央図書館） 72,000 72,000

合 計 3,306,873 1,375,600 1,931,273

①まちづくり調査研究事業 ②イベント企画・実行請負事業 ③まちづくり支援事業

平成３０年度まちづくり事業一覧



平成３０年「信長の台所 津島・まちあそび」

芸どころは津島ダヨ

第１０回 弦奏会

フレンドシップコンサート

市民歴史講座１日目

市民歴史講座２日目

津島のお茶室を廻る

ハイキング津島上街道

シーズンカフェ茶の間

煎茶を楽しむ

町家でお抹茶

写仏ぬり絵と薬膳粥

お寺でいただくお抹茶

６時間マラソン落語会

写仏・写経会

13組花まつり ＡＭＤ48

楽しんでガーランド作り

つしまさんぽスタンプラリー

津島でら寺巡り

仏様巡りスタンプ

カリグラフィ Ｖol,１４

ボールペン画作品展

わらもじ作品展

和花まま展

うとうと展 Ｖol,１８

七宝焼教室作品展

境内陶器展

町なか わくわく１day

つしまアートスケープ

津島の山車 魅せます

愛西の里フェスタ

トノ割茶屋

ツシマルシェ

次年度に向けて

信長の台所 津島・
まちあそびは近年、
マンネリ化している
という意見があり、
事務局の若返り、催
事見直し、リーフレッ
ト紙面刷新などを観
光協会と連携しな
がら実施し、活性化
していきたい。

３２催事



平成３０年「信長の台所 津島・まちあそび」

（３
）・４月２２日（日）

『 津島の山車祭の歴史文化 』黒田剛司
『 津島山車祭お囃子実演
中之町・小中切・米之座 競演 』
・５月４日
『資料に残された津島の怪異・伝承』園田俊介
『津島文華詞 -津島文化人列伝- 』浅井厚視
『尾張西部地域の豪農層の学習活動と情報』石田泰弘
※５講座で延べ３５０人を超える人が聴講した。

『市民歴史講座』



海部地域を巡る 『健脚ハイク 津島上街道膝栗毛
-名鉄須ケ口駅から津島まで歩く- 』

日時：４月３０日（月・振休）
集合：名鉄「須ケ口駅」南口前
出発 ９：４５。

平成29年から広域観光の要素を
取り入れ、「津島上街道ハイキン
グ」で名鉄木田駅をスタートに海部
地域を巡った。
30年は須ケ口からのハイキングに

チャレンジし、名所旧跡を巡った。
昨年以上の参加者が60名もあっ

た。昨年、拝観できなかった美和
の法蔵寺の鉄地蔵菩薩像、佐織の
釜地蔵を拝観できて参加者に喜ば
れた。遠距離であったので、名鉄
木田駅、勝幡駅から電車に乗って
エスケープする人もいた。



渡邉家住宅利活用
《 町家を歴史文化が息づく魅力ある拠点に 》

①『 町家でお抹茶 渡邉家住宅（市文化財）』
日時：４月２８日（土）１０時・１１時・１３時・１４時

②『 津島のお茶室を廻る 』
日時：４月２９日（日・祝）１０時・１３時

③『 町家で楽しむ ♫ 蓄音機コンサート ♫ 』
日時：平成30年６月９日(土) ＆ 10日(日)

④『夜の呈茶会 イサム・ノグチのＡＫＡＲＩ』
日時：10月19日(金)・20日（土）午後５時～

お月見灯路のテーマでもある「灯り」に基づき、
津島出身の英詩人野口米次郎の息子イサム・
ノグチが創作したＡＫＡＲＩ（岐阜提灯）を展示
し、薄茶と秋の和菓子を楽しんだ。

渡邉新兵衛が文化６年（1809）に上棟した町家、
市指定文化財（建造物）



事業計画
（１）路上パフォーマンス 天王通り路上にて

地域の団体参加の演舞・ダンス など 約250 名
（２）町並み散策 天王祭の見どころ紹介
（３）献灯提灯の点灯 7月15日～26日 約１８０個（２週間）
（４）おもてなし市場 駐車場・空き店舗を利用した

地域物産等の販売とフリーマーケット（８０店舗）・商品券

主 催
尾張津島天王祭おもてなし実行委員会
津島市・津島市観光協会・ＮＰＯ法人まちづくり津島
津島商工会議所・津島神社・クローバーTV

第６回尾張津島天王祭おもてなしイベント
津島のおもてなし「夏六百年 観る 聞く 知る 天王祭」 実行委員会方式

7月28日午後0時40分に警報が出され、
残念ながら中止になりました



津島山車祭商品開発

尾張津島秋まつりの集客力向上を図るため
の一つの情報発信方策として、土産品とし
て、平成２９年にはオリジナルの扇子を製作。
３０年度は津島山車保存会、津島石採祭車
保存会、ＮＰＯ法人まちづくり津島の３者が
協働して、ポロシャツを企画・販売し、尾張
津島秋まつりの事前広報に寄与する。

マスコミ等で取り上げ
られるとともに、市役所
の職員・市議会議員が
率先して着用してくれ
たので、事前情報発信
の一助になった。



尾張津島お月見灯路は、津島霊場会による津
島霊場巡りが2年目に入り、京都を凌ぐといわ
れる寺院が集中する津島の地を市内外の多く
の人にも知って頂くことを目的としている。

多くの方が訪れ、霊場巡りをはじめ、市内の
歴史的文化遺産や街並みなどを、情緒あふれ
る灯りのもと楽しんで散策いただくことにより、ま
ちの賑わいを創出し、多くの市民が参画し、市
民のまちづくり意識の向上に寄与する。

実施期間：平成30年10月19日(金)から10月21日(日) 17時から21時
① 津島霊場会夜の霊場巡り（18ヶ寺での灯籠灯り演出、奉拝帳御朱印受付他）
② 灯籠による灯り演出（津島霊場会18ヶ寺、津島神社、渡邊家住宅、露地行燈)
③ 渡邊家住宅 夜の呈茶会、ISAMU NOGUCHI灯り展示
④ 清林館高校生による津島神社楼門でのﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ「津島の四季」
⑤ 津島山車保存会 池町車 特別展示 等

第1回尾張津島お月見灯路



今回の第1回お月見灯路では、課題や改善
点も多々あったが、多くの方々のご協力により、
一定の成果を得ることが出来た。

今後も一緒にこの催事を盛り上げていただ
ける能動的な協力者や仲間が更に集い、夜の
霊場巡りを主体に津島の秋の夜長の風物詩と
して定着させたい。新たな地域交流、まちづく
り交流を図り、多くの市民が参画し、市民のま
ちづくり意識向上に繋がる一助となるよう、更
なる改善を目指し事業を継続していきたい。



『歴史写真集 愛西 小学校編』 発刊

目的 愛西市中央図書館の指定管理
者として２年となる。愛西市の歴史文化を
再発見するための地域貢献事業として
「歴史写真集」を発刊した。

内容 愛西市の各小学校の明治から現
代にいたる変遷、経緯を本文とし、数多く
の学校に関する写真の中から撮影当時の
歴史や世相を色濃く反映するものを選び、
収録した。

成果 愛西市内の小中学校、公共施設、
近隣図書館などに300部余を寄贈した。
3月26日に愛西市長、教育長への贈呈式
があった。 ＮＰＯ法人まちづくり津島の活
動理念の理解が進んだ。

Ａ４判（210×297㎜）
９１頁・掲載写真152点
部数：1000部



本町2丁目の元川魚店「カネ長」は、2000年1月から天王文化塾
のまちづくり拠点であり、長年にわたって商工会議所が所有者と
賃貸契約をしていた。商工会議所が契約を解除してからはＮＰＯ
法人まちづくり津島が賃貸契約を継続している。

※催事内容
『 カリグラフィーＶｏｌ，１４ 』
日時：４月２１日（土）～４月２６日（木）
『 うとうと展 Ｖｏｌ，１８ 』
日時：４月２８日（土）～３０日（月・振休）
※貸室事業（平成２３年度から）
津島老人クラブ連合会『 いきいきサロン 』
毎週金・土・日曜日
１階を一部改修し展示コーナー・販売コー
ナーとし色々な商品・産直野菜を持ち寄っ
ている。２階は茶席と談話室に利用している。

支出が収入を上回っ
ている状況である。
有効な利活用方策を

見いだせない場合は、
賃貸契約を解除する。

カネ長（本町２）の利活用



令和元年度事業計画

（１）ＮＰＯ法人まちづくり津島は、まちづくりに関する調
査研究、政策提言、相談や助言、研修、知識の普及や
情報発信、人材交流及びネットワーク促進事業及び指
定管理者事業を市民、行政、企業の協働のもとに行う。

（２）市民主体のまちづくりの推進役となる。

（３）海部地域の豊かな暮らしの実現と中心市街地の活
力の再生に寄与する。



（１）今年には、令和２年～５年の図書館指定管理者の選
定があり、図書館事業計画を充実させ、令和２年度以
降も指定管理者に指定されるよう注力する。

（２）図書館イベントの実施

図書館未利用者へのPRや図書・地域資料などの紹介
を目的とした、コンサート、子育て支援、文化講演会な
ど各種イベントを実施する。関係機関や住民と連携し、
地域の魅力を掘り起こすことも目的とする。

（３）子どもの読書・文化振興

児童イベントの質的向上、「学年別おすすめ本」発行

（４）地域文化コレクションの整備・充実

（５）読書奨励事業

津島市立図書館 指定管理業務の充実



愛西市中央図書館の管理運営の進め方

市民の学びや知識交流の場としての図書館機能を充
実させ、市民の文化発信・文化創造を支援する図書館
をめざす。
（１）今年には、令和２年～６年の図書館指定管理者の
選定があり、図書館事業計画を充実させ、令和２年度
以降も指定管理者に指定されるよう注力する。
（２） いつでも、誰でも気軽に訪れ利用しやすい図書館
（３） 知と文化に出会うことの楽しさを提供する図書館
（４） 調べものや生涯学習を支援し、市民が交流できる

図書館
（５） 地域の歴史文化を学べる講座や展示が充実した

図書館



令和元年度
まちづくり事業報告

（１）ＮＰＯ法人まちづくり津島の特質である歴史文化
を活かした「まちづくり」事業等を行うとともに、「信長
の台所津島・まちあそび」等の事業リーダーの若返り
を図る。
（２）指定管理者「図書館」を拠点とした「まちづくり」事
業を積極的に展開する。
（３）津島の「まつり」の集客力を高める事業を行う。
（４）まちづくり事業を津島商工会議所、観光協会など
の組織・団体と協働して実行する。



ＮＯ 事 業 項 目 期間
事業
区分

主担当
NPO支出
（千円） 備考

1

平成31年信長の台所
津島・まちあそび

4月 （２）
鈴木・石原

黒田 400 

市：650
観光協会：
300 

目的：名鉄電車利用者の歴史文化ゾーンへの誘引を図る
①津島の歴史文化を掘り起こした催事の連続展開
②文化財に焦点をあてた展示会・御開帳等の実施

2

夏 六百年
観る聞く知る天王祭

7月 （３）
石原・田中

鈴木 300 
実行委員会

方式

目的：尾張津島天王祭観光客へのおもてなしイベントの実施
①地域物産販売・フリーマーケット・地元商店街の参画
②「路上パフォーマンス」の規模拡張

3

尾張津島お月見灯路 10月 （１） 余郷・青木
300 

実行委員会
方式

目的：10月の賑わい創出 10月5・6日秋まつり＆11～14日お月見灯路
①「お月見灯路」を通行しての「狐の嫁入り道中」の実施
②プロジェクションマッピングの充実

※（１）まちづくり調査研究事業 （２）イベント企画・実行請負事業 （３）まちづくり支援事業

令和元年度まちづくり事業一覧



4

『歴史写真集 津島第４輯』
発刊

2020/
3月

（１） 園田
400 

印刷：700千円

売上：300千円

目的：明治から現代にいたる津島の変遷を知る写真集の刊行
①津島の近代史をヴィジュアルに物語る

5
渡邉家住宅の利活用

4・6・10
月

（１）
黒田・田中
伊藤（哲） 100 

目的：地域資源「町家」の保全と継承のモデル化
①一般公開と催事展開 今年度は音楽会（琵琶・箏・蓄音器等）

6 カネ長の利活用 通年 （１）
黒田

伊藤（哲）
150

支出：400千円
貸室：250千円

7
図書館を拠点とした

歴史文化事業の展開
通年 （１） 園田・飯谷

150 
指定管理者「ＮＰＯ法人まちづくり津島」の特質を生かした事業を展開する。

8
市内外の団体・組織との

まちづくり事業協働の推進
通年 （１） 鈴木・青木

100 
広域的な事業実施によるパートナー募集

9
津島市立図書館・愛西市

中央図書館指定管理者応募
8月 （１）

園田・飯
谷 黒田 100 

提出資料印
刷費

図書館の魅力を向上させるオリジナルな方策の立案

合 計
2,000 



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、「観光まちづくり」
事業の側面を有している。
今年は昨年と異なり藤の開花時期

が遅くなり、４月27日から本格的な開
花を迎えた。
名鉄電車を利用して訪れた観光客

を中心市街地「歴史文化ゾーン」に
誘引することを目的として新たに津
島市観光協会が「津島まちんなかざ
んまい」を主催して、津島の文化資
源（文化財の仏像・刀剣）を再発見す
ることを主眼とした事業を展開し、好
評であった。

平成３１年「信長の台所 津島・まちあそび」



まちんなかざんまい

津島神社宝物特別展

愛知の民俗芸能講演会

伊六万才 御殿の舞

木喰「薬師如来」開帳

円空千体仏開帳

牛頭天王像開帳

地蔵菩薩像開帳

服部小平太・今川義元法要

加藤清正記念法要

もくもく座「甚目寺説教節」

厄除け護摩焚き

雅楽の調べ

津島霊場巡り・御朱印

ツシマルシェ

地産地消マルシェ

津島でら寺巡り

謎解きゲーム（津島市）

天王祭の風流（津島市）

まちあそび

市民歴史講座１日目

市民歴史講座２日目

町家で琵琶を聴く

第１１回弦奏会

フレンドシップコンサート

大人の学芸会

ママゴスペルコンサート

ボールペン画作品展

カリグラフィーVOL15

わらもじ作品展

第１４回和花まま展

うとうと展 VOL19

和風縁起物展

シーズンカフェ茶の間

煎茶を楽しむ

写仏ぬり絵と薬膳粥

花まつり AMD48

マラソン落語会

津島の山車 魅せます

全37催事（昨年32催事）



今後の方針

① 「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
局への問合せも多くあった。さらにフェイスブックなど情報発信の媒
体を増やしていきたい。

② 今年は「津島まちんなかざんまい」を津島市観光協会が主催し
た。今後も継続して協働して、中心市街地の活性化に貢献していき
たい。

③ 津島秋まつりの山車、石採祭車の巡行は、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。今後も積極的に取
り組んでいく。

④ 昨年度、信長の台所 津島・まちあそびは近年、マンネリ化して
いるという意見があった。それに対応して、今後も事業リーダーの若
返り、催事見直し、リーフレット紙面刷新などを観光協会と連携しな
がら実施していく。



第７回 尾張津島天王祭おもてなしイベント

1. 催事
津島のおもてなし「夏 六百年 観る 聞く 知る 天王祭」

2. 開催日時
令和元年７月２７日（土）15:00～21:00

※路上パフォーマンス 17:00～19:30 
※天王祭見どころ紹介 17:00～18:30 
※おもてなし市場 15:00～21:00 
※献灯提灯点灯 7月１４日(日)～２７日(土)

3. 開催場所
天王通り５丁目から天王通り２丁目付近



4. 事業趣旨
尾張津島天王祭は全国3000末社の総本社 津島神社の祭礼であ
り、600年の歴史がある。
江戸時代、津島では天王祭を生かした町の活性化が行われており、
天王祭の宵祭前日６月13日から25日まで「津島の市（いち）」が行
われ、仮店が立ち並び様々な商品を販売していた。また、見世物
小屋もあり、現代でいうフリマ・舞台パフォーマンスが13日間にわ
たって連日行われ、町の賑わい・活性化に繋げていた。
ユネスコ無形文化遺産登録を契機として、江戸時代に学んで、尾
張津島天王祭をまちの活性化に繋げて行きたい。
（１）尾張津島天王祭の遠近の観光客に津島の町並みや伝統文化
を紹介し、津島の魅力を発信する。
（２）他地域にもＰＲし、多くの皆様に天王祭や津島の素晴らしさを
アピールする。
（３）市民参加の手づくり催事によって、地元の皆さんとともに地域
経済振興を盛り上げる。
（４）本催事を津島のまちおこしイベントとして定着させる。



5. 事業内容
（１）天王通り路上にて地域の団体参加の路上パフォーマンス・

ダンス など 約250名
（２）町並み紹介 天王祭・稚児門・町屋など
（３）献灯提灯の点灯 約１８０個（２週間）
（４）空き店舗を利用した地域物産等販売と

フリマ（８０店舗）

6. 主 催
尾張津島天王祭おもてなし実行委員会

津島市・（一社）津島市観光協会・ＮＰＯ法人まちづくり津島・
津島商工会議所・津島神社・クローバーTV 



2019 尾張津島お月見灯路

日 時 10月11日（金）～10月14日(祝)
17：30～20：30（ライトアップ時間）

場 所 津島霊場会寺院境内
雲居寺・観音寺・吉祥寺(中野町)・
弘法寺・興禅寺・西福寺・西方寺・
常楽寺・瑞泉寺・宝寿院・宝泉寺・
妙延寺・龍渕寺・蓮台寺・
吉祥寺(神守町）・弘盛寺・
勝林寺・円成寺
津島神社境内
隣接路地(津島神社南門参道、
禰宜町筋、池麩町内、天王通り、
本町・橋詰町内他)



企画概要

昨年、第１回として開催した尾張津島お月見灯路
には、開催期間の10月19日から21日の３日間で約
2,000人の方が、あかりの灯る津島市内、津島霊場
会18ヶ寺等を散策され、夜の朱印巡り等を楽しんだ。

第２回となる今年の尾張津島お月見灯路2019では、
更に露地行燈の設置箇所を増やし、一層夜の津島
の散策を楽しめるように工夫したい。また、夜のみで
はなく連動して行われる昼間の催事や津島霊場会
各寺院院の催事をはじめ開催期間中各所各時間帯
で充分に楽しんでいただけるよう盛りだくさんの企画
を実行する。

共 催 津島霊場会、
ＮＰＯ法人まちづくり津島

主 管 尾張津島お月見灯路実行委員会



実施イベント計画

・津島霊場会 心願成就 夜のお寺ご朱印巡り
10月12日～14日（寺院毎の日時での開催）

・尾張津島狐の嫁入り道中行列 10月12日（13日雨天予備日）
・津島霊場会寺院境内「ウサギ」探し SNS投稿イベント

うさぎの着ぐるみ仮装コンテスト
・地元学生プロジェクションマッピング（清林館高校 他）

10月12日(テスト投影日) 13・14日
・渡辺家住宅 お月見茶会・イサムノグチAKARI展示・嫁入り展示

10月11・12日
・尾張津島秋まつり山車展示
・手作り灯籠展示 (津島市生涯学習課)
・生け花展示 (ライトアップ) 未生流家元へアプローチを予定
・名古屋芸術大学生作品展示
・霊場会主催イベント

※企画の詳細内容は一部変更の可能性があります。


