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１ 2019 年「信長の台所津島・まちあそび」について 

    期間：2019（平成３1）年４月 20 日～5 月 5 日、全 39 催事                          

１-１ 目的    

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。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・まちんなかざんまい」事業を展開した。 

１-２ 内容    

津島の中心市街地は、津島固有の生活文化が今なお色濃く残り、風情ある空間を形成している。住民

が気づかない「良さ」「素晴らしさ」「懐かしさ」を感じる観光客が多くいる。「津島の文化資源（文化財）

を再発見してみませんか？」を今年のサブテーマとして「津島・まちんなかざんまい」事業を実施した。

「信長の台所津島・まちあそび」は、今年で１７年目となった。まちあそびの分野としては、基本的に

「知る」「造る」「味わう」「聴く」「観る」「買う」「巡る」「笑う」の８分野で、分野ごとに次の要素を催

事に組み込むようにした。 

（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）古民家での催事 

（ク）本町と天王通り界隈のお店巡り （ケ）古寺・名所旧跡・小路の再発見 

１-３ 新しい取組み「まちんなかざんまい」の主な事業について 

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。近年、津島市はまちなか歴史文化地区のまちづくりに積極的に取り組んでいる。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、今年で 17回

となった。藤まつりに訪れた人々を津島の中心市街地に誘引するために、今年は新たに津島の歴史

文化を活かした「まちんなか ざんまい」催事が加わり、パワーアップした。 

（１）津島神社宝物展 国指定重要文化財「太刀」「剣」等 特別公開 

日時：４月２８日・２９日１０時～１２時、１３時～１５時３０分 

（２）安田文吉講演会「愛知の民俗芸能 津島祭と花祭」 

日時：４月３０日１３時３０分～１５時  会場：興禅寺 

（３）民俗芸能 伊六万才「御殿の舞」  

日時：４月３０日１５時～１６時  会場：興禅寺 

（４）厄除け護摩焚き  

 日時：５月１日１０時～  会場：宝寿院 

（５）木喰仏「薬師如来」特別御開帳 

日時：５月１日・２日１０時～１６時  会場：成信坊 

（６）円空作「千体仏」特別御開帳 

日時：５月２日１０時～１６時  会場：天王通り地蔵堂 
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（７）「牛頭天王像」特別御開帳 

日時：５月３日１０時～１６時  会場：興禅寺 

（８）国指定重要文化財「地蔵菩薩像」特別御開帳  

日時：５月４日１０時～１６時  会場：西光寺 

（９）戦国武将「服部小平太」記念法要 

日時：５月４日１０時～  会場：雲居寺 

（10）謎解きゲーム in 津島 ～動物さがし編～ 

日時：５月４日・５日１０時～１６時  会場：中心市街地 

（11）もくもく座「甚目寺説教源氏節」 

日時：５月５日１３時３０分～  会場：常楽寺 

（12）戦国武将「加藤清正」記念法要 

日時：５月５日１０時～  会場：妙延寺 

１-４ 2019 年催事一覧 

津島まちなかざんまい 

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） 

 

１-５ 実行組織 

主催：ＮＰＯ法人まちづくり津島、津島市観光協会 

 後援：津島商工会議所、西尾張シーエーティーヴィ（株） 

  

津島まちあそび 

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 
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２ 信長の台所 津島「まちんなかざんまい」事業結果 

２-１ 津島神社宝物展 国指定重要文化財「太刀」「剣」等 特別公開 
日時：４月２８日・２９日１０時～１２時、１３時～１５時３０分 

会場：津島神社斎館 

展示品：初公開！太刀・剣、津島祭礼図屏風絵、茶碗 など 

国指定重要文化財「太刀 銘真守」は、津島神社

旧社家堀田氏の一族で正平３年（1348）四条畷の戦

で討死した堀田弥五郎正泰の佩刀と伝えられてい

る。摂社弥五郎殿社再興のとき寄進され、以来社宝

となっている。 

国指定重要文化財「剣 銘長光」は、古来から社

宝であった。明治維新の際に紛失したが、その後所

在が判明し、大正 11 年篤志家の努力によって寄進

された。津島祭礼図屏風絵は、ｃａｎｏｎの「綴プ

ロジェクト」で大英博物館所蔵の津島祭礼図屏風絵を複写した作品である。 

２-２ 安田文吉講演会「愛知の民俗芸能 津島祭と花祭」 

日時：４月３０日１３時３０分～１５時   

会場：興禅寺 

お正月の挨拶は「明けましておめでとう」。と

ころが新年がなぜ「目出度い」のか、その意味が

わからない人が多い。年が改まると、人は稲にあ

やかって、厄災を除去して蘇るので、お屠蘇（屠

は厄落とし、蘇は蘇り）で祝う。目出度いという

意味は蘇りである。津島の神様の蘇りの津島祭、

春の籾の再生にそなえて籾の生命力の維持強化

を図る花祭。今回は日本文化の根元と稲作文化の

核「蘇り」についての講座であった。 

２-３ 民俗芸能 伊六万才「御殿の舞」  

日時：４月３０日１５時～１６時   

会場：興禅寺  出演：演劇集団くつわ 

明治末期から大正初期にかけて伊六万才が盛況

をみた。明治 20 年代には、勝幡新田の嵐伊六が初

代伊六から習い覚えて、その芸風を尾西地方一帯に

広めたといわれる。御殿万才・三曲万才のほか、に

わか・あほだら経などの諸芸を吸収して、にぎやか

に演じるのが特徴である。津島市では 1960 年代ま

で、正月に２人一組が玄関先で披露する「門付万才」

や、招かれた屋敷で演じる「御殿万才」が見られた

という。演劇集団くつわが復活させた伊六万才「御殿の舞」を披露した。 
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２-４ 木喰仏「薬師如来」特別御開帳 

日時：５月１日・２日１０時～１６時  会場：成信坊 

木喰仏特有の微笑がやさしい。背面に「寛政十三

年（1801）酉五月 八十四歳 木喰五行菩薩」、さら

には｢日本千タイノ内｣などの墨書があり、円形の頭

光には、表に光明真言、裏に薬師小呪が記されてい

る。 木喰は享保３年（1718）山梨県古関村丸畑で

生まれ、56 歳で廻国を発願、全国をまわった。寛政

１２年には故郷の丸畑村に帰り、翌年３月から１１

月までの９ヶ月をかけて８８駆の本尊を作像。本像

はその内の１躯である。 

２-５ 円空作「千体仏」特別御開帳 

日時：５月２日１０時～１６時  会場：天王通り地蔵堂 

廻国修行僧円空（1632～1695）は美濃国に生まれた。円空

作木造千体仏像は５ｃｍ程の六地蔵（６躰）が裾に付けられ

た２１ｃｍの地蔵坐像を中心に５ｃｍ程の小仏、千躰が階段

のある岩壁のように造られた光背にぎっしりと並べ付けられ

ている。他の善財童子・護法神・韋駄天の三像と共に厨子に

納められている。 延宝年間の作である。 

２-６ 「牛頭天王像」特別御開帳 

日時：５月３日１０時～１６時  会場：興禅寺 

牛頭天王像（像高 １８.５㎝）は本面が馬面、足が鳥足で

あることが特徴的である。津島の牛頭天王信仰を語る固有の縁

起『牛頭天王講式』『津島牛頭天王祭文』に記されている牛頭

天王の姿形とほぼ同じであることから、津島固有の神像である。

中世の津島牛頭天王信仰の特質は、神農皇帝と習合している点

である。貴重な牛頭天王像を公開していただいた。 

２-７ 国指定重要文化財「地蔵菩薩像」特別御開帳  

日時：５月４日１０時～１６時  会場：西光寺 

美しく優しい顔立ちの地蔵菩薩立像

である。高さ 160 ㎝で、桧材、寄木造、

玉眼の像。前面衣の部分に米字入り七宝

つなぎ文の截金（きりがね）模様があり、

肉身部は金色が、衣の部分は赤色が施さ

れている。均整のとれた写実的表現に加

えて、明確な衣文の褶（ひだ）に見られ

る刀法など、鎌倉期の特色が示されてい

る。かつては京都市にあり、水落地蔵尊

と呼ばれていた。明治３２年（１８９９）

４月に当地に移された。ご住職の丁寧な解説により地蔵菩薩の由来が良く分かった。 
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２-８ 戦国武将「服部小平太」記念法要 

日時：５月４日１０時～  会場：雲居寺 

雲居寺は、戦国武将 服部小平太（一忠）の菩提寺。

服部小平太は信長に仕え、永禄３年（1560）の桶狭間

の戦いで今川義元に一番槍をつけた。その後、豊臣秀

次に重臣として仕え、伊勢で３万５千石を領した。 し

かし、秀次は秀吉から疎まれ、文禄４年（1595）に高

野山に追放され切腹し、服部小平太も秀次に連座して

切腹した。 記念法要、五百羅漢堂の拝観できた。 

２-９ 戦国武将「加藤清正」記念法要 

日時：５月５日１０時～  会場：妙延寺 

妙延寺９世日順は、清正が幼少の頃津島にいたときに

手習いを指南した。江戸時代には加藤清正像を安置し、

清正が双紙（習字紙）を掛けた松（清正双紙掛の松）も

あった。清正は賤ヶ岳七本槍（1583 年）で武名をあげ、

天正１６年（1588）には、熊本城主となった。稲垣錦箒

の草紙掛松図も公開されていた。 

２-10 もくもく座「甚目寺説教源氏節」 

日時：５月５日１３時３０分～  会場：常楽寺 

人形劇「甚目寺説教源氏節」は、江戸時代末期から愛知県あま市で盛んに演じられていた。源氏

節で使う人形は高さ３０センチほどで、頭と両腕に付いた棒を人形浄瑠璃のように２、３人で操る。

舞台は幅約２ｍ・高さ約１ｍで、舞台前の高座には太夫と三味線弾きが座る。１演目約３０分の劇

の語りやせりふを、太夫が独特の節回しで歌い上げる。明治の最盛期には一座が東京で興行するほ

どの人気だったが、昭和４２年ごろに廃れた。その「甚目寺説教源氏節」が復活から 32 年を迎え、

津島で演じられた。 
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２-11 厄除け護摩焚き  

 日時：５月１日１０時～  会場：宝寿院 

明々と燃えさかる護摩の炎に、願いを込めて一心に祈る時、

心が落ちつき活力が湧いてくるのを感じた。心を込めて願い事

を書かれた護摩木、お加持が護摩壇の炉でお焚き上げされた。 

２-12 津島神社伶人「八雲会」雅楽の調べ  

 日時：５月３「日１４時～  会場：成信坊 

奈良時代・平安時代から、雅楽の演奏は、宮廷は勿論、寺院や神社において盛んに演奏された。

雅楽の演奏は管楽器の笙・篳篥（ひちりき）・竜笛、絃楽器、打楽器の編成です。津島神社伶人「八

雲会」の優雅な調べを楽しむことができた。 

 

２-13 心願成就 津島霊場巡り ご朱印授与 

 日時：４月２０日～５月６日１０時～１６時  会場：津島霊場１９ヶ寺 

多くの人が津島市内１９の寺院を巡り、いろいろな仏さま・諸神にお参りした。平成最後の、令和

最初の記念ご朱印を受けた。 

２-14 ツシマルシェ  

 日時：４月２０日～５月５日１０時～１６時   

会場：津島神社南門 

毎月０の日（10・20・30 日）の「ツシマルシェ」が、

１６日間連続開催された。地産野菜・手づくりマルシ

ェ・占いなどをバス観光客らが楽しんだ。  
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２-15 トノ割茶屋 地産地消マルシェ  

 日時：４月２８日・２９日１０時～１５時  会場：本町１丁目界隈 

本町一丁目の「トノ割会」が地産地消商品や五平餅の販売と商工会議所青年部等が津島の優良特

産推奨品の販売及び紹介をした。また「侍 前田利家ＯＮＤＯ・舞人」の群舞も行われた。 

２-16 津島でら寺巡り 

 日時：５月５日１０時～  会場：蓮台寺・観音寺・龍渕寺・吉祥寺・照蓮坊・宝寿院 

お寺を巡りながら様々な体験ができる街歩きイベントであった。写経・写仏や御朱印授与など、

楽しむことができた。 

２-17 謎解きゲームｉｎ津島 ～動物探し編～ 主催：津島市 

 日時：５月４日、５日１０時～１６時  会場：津島駅西地域 

多くの人々が、まちを歩きながら、まちなかにいる「動物」を

探しあてる謎解きゲームにチャレンジした。名鉄津島駅に置かれ

た「ゲーム説明書・探索マップ」を使ってスタートし、「謎」を

解くことができれば、動物を探しあてることができる。探しあて

る動物は５体おり、そのうち３体を探し当てて名前をゴール（津

島ゲストハウス「げた家」）で報告すると、くじ引きができた。 

２-18 堀田家住宅天王祭展「天王祭の風流」 主催：津島市 

 日時：４月２０日～５月５日１０時～１６時  会場：堀田家住宅 

尾張津島天王祭は、宵祭ではまきわら船の提灯、朝祭では能人形や小袖幕など風流（ふりゅう）

が尽くされた祭礼といえる。能人形、巻物、浮世絵等を展示するとともに祭礼の裏側や知られざる

行事を紹介されていた。 
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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 》 

（１）市民歴史講座１日目 ４月２０日（土） 会場：津島市立図書館 

 

①１０時３０分～１２時 『 海部津島の「藤」とその由来 』  

講師：園田俊介（津島市立図書館長） 

津島の天王川公園の藤まつりには多くの人々が訪れる。古くから海部津島地

方には藤の名所として萱津・森津・津島下新田がある。それぞれの藤とその由

来について紹介した。また、津島が「藤浪の里」と呼ばれるようになった由来

についても考察した。 
②１３時～１４時３０分『 道中記からみる宮・桑名間の交通について 』 
 講師：石田泰弘（愛西市佐織公民館長） 

江戸時代は観光の時代といわれている。多くの人々が伊勢参宮の旅に出た。そ

の途中には尾張を通った。主に東国地域にのこる道中記を用いて、宮と桑名の交

通の様相について考察した。 

③１４時３０分～１６時『 信長～有楽斎 知られざる織田家の茶道 』 
講師：長谷義隆（舞台芸術ジャーナリスト、尾州有楽流茶道家） 

天下の武将茶人を輩出した尾張。茶の湯の源流は堺、京だけでなく当地にも

あった。気鋭の茶人が、織田信秀－信長－有楽斎－貞置へと流れる織田家茶道

と、その流れをくむ尾州有楽流に光をあてた。 
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（２）市民歴史講座２日目 ４月２１日（日） 会場：津島市立図書館 

①１０時３０分～１２時 『 学校日誌にみる海部津島災害誌 』 

講師：浅井厚視（大学講師） 
学校日誌は出勤簿や出席簿と同様に、学校で備えておかねばならない表簿

の一つ。永年保存されている津島市立南小学校学校日誌に基づき、当地に大

災害をもたらした 1891（明治 24）年の濃尾地震、1959（昭和 34）年の伊勢湾

台風の地域被災状況、学校教育への影響などを報告した。 
②１３時～１４時３０分『 『武功夜話』における桶狭間の戦い － 織田信長の深謀遠慮 － 』 
 講師：松浦由起（豊田工業高等専門学校 教授） 
家伝記『武功夜話』は戦国軍記として読むことができる。少数の軍勢で今川

の大軍を破ったとされる桶狭間の戦いで、『信長公記』が語る織田信長は、戦い

の直前に決断したように描かれるが、『武功夜話』では、戦いの 2 ヶ月ほど前、

生駒屋敷において信長に対し、蜂須賀小六と前野将右衛門が、今川義元が尾張

侵入の準備をしていると報告している。 
③１４時３０分～１６時『 海部地方の小正月行事「管粥神事」－神尾七所神社と日置八幡宮－』 
講師：黒田剛司（天王文化塾）   
小正月行事の多くは収穫を予知するもの

で、その典型が「粥占」である。粥占には、

お釜の粥の中に木の棒を入れて付着した粥

の状態で占ったり、葭や竹の管（筒）を一緒

に煮て、その管の中に入った粥の量で占う管

粥・筒粥などがある。当地方の神尾七所神社、

日置八幡宮の行事を考察した。 

 

３-２ 《 聴く 》 

（１）『町家で琵琶を聴く－平家物語の世界－』  

日時：４月２７日（土）・２８日（日）１０時・１４時   
会場：渡邉家住宅   定員：各回１５名 
 琵琶演奏⇒室内（市指定文化財）見学⇒呈茶（抹茶＋和菓

子）の順で実施した。筑前琵琶奏者の林旭紅は素晴らしい演

奏であった。曲目は「那須与一」「一の谷」「舟弁慶」「木曽

最期」であった。 
（２）『 第１１回 弦奏会 』 

日時：４月２８日（日）１３時～  

会場：観光交流センター  入場無料 

毎年恒例、好評の弦奏会。13 時～:民謡（七

宝民謡の会）、13 時 30 分～:二胡（美華＝

メイファ）、14 時～:箏曲（美鶴会）の演目

であった。心地よい弦の音色を楽しむことができた。  



 

12 
 

（３）『 フレンドシップコンサート お寺で めいどサロンⅣ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ まのあけみ 』 

日時：５月３日（金・祝） 
１０時３０分・１３時３０分の２回公演  
会場；吉祥寺「明日葉 DOJO」 

午前は、「みんなで歌おう！ 時代を彩った世界の歌」テーマに 
元気よく、糸・ベサメムーチョ・花はどこへ行った を歌っていた。 
午後からは、「シンガーソングライターまのあけみライブ」として

宝石よりも・年令・花を咲かせよう・生命の讃歌を声を合せて歌った。 

（４）『 大人の学芸会』 

日時：４月２０日（日）１６時開演   

会場：大崎会館 

津島で活躍しているアーティストを中心と

する和と洋のコンサート。シャンソン、ピア

ノ、筝、ギターなどの演奏を演奏者も参加者

も皆、楽しんでいた。 

（５）『 ＯＭＧ ママゴスペル コンサート』 

日時：５月４日（土・祝）1stステージ１１時～、2ndステージ１４時～ 

会場：観光交流センター（本町１- 52） 入場無料 
2014 年に結成したママコーラスグループは初登場。愛西市、津島市、弥富市、蟹江、大治、名古屋か

らも集まった女性は、みんな歌が大好き。リズムに乗って手拍子したり、ゴスペル調のかっこいいハー

モニーを聴くことができた。 
曲目：「明日に架ける橋」、『天使にラブソングを』より「Oh Happy Day」、「Joyful Joyful」他 
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３-３ 《 観る 》 

（１）『 カリグラフィー Ｖｏｌ,１５ 』 

日時：４月２５日（木）～２９日（月・祝） 

１０時～１６時 

会場：観光交流センターの蔵  入場無料 

温故知新の心を忘れず「カリグラフィー Ｖｏｌ,１５」

は新たに始動した。美しい手書き英文字の世界に、作品展

示・ワークショップを通じて触れることができた。 

（２）『 ボールペン画教室作品展 』 

日時：４月２０日(土)～４月２６日(金) 

１０時～１６時 

会場：観光交流センター 入場無料 

「ボールペン画教室」（津島市立図書館、吉田栄

介講師）の作品展。ボールペン 1本で表現された

素晴らしい作品の数々を展示した。 

（３）『 わらもじ作品展&体験会 』 

日時：４月２８日（土）～５月１日（火）１０時～１６時  

会場：観光交流センター（本町１- 52）  入場無料 

まちあそび恒例になった「わらもじ展」。わらを束ねた筆で書く癒しの書「わらもじ」に体験会

で先生に教えてもらいながらチャレンジした。作品は当日に持帰ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）『 第 14 回 和花まま展 』 

日時：５月２日(木・休)～３日(金・祝)１０時～１６時 会場：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日本華道松月加藤

邦鶯庵社中との二人展。毎年、素晴らしい作品である。 
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（５）『 うとうと展Ｖol,１９ 』 

日時：４月２８日（土）～３０日（月・振休）１０時～１７時  会場：カネ長  入場無料 

期間限定ギャラリー＆アートショップ‘UTO UTO‘。今年もアーティストらが津島に集結し、町家

を魅力ある会場に仕立てた。やきもの・ガラス・絵画・写真・雑貨・ワークショップ等、充実の作

品群を楽しんだ。南国の植物を使ってブレスレット作りのワークショップも開催された。 

初回のものづくり「ＵＴＯ・ＵＴＯ」仲間は若かったが、今では４０代になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）『 和菓子店「三木屋」で和風縁起物展 』 

日時；４月２０日（土）～５月６日（月・振休） 
会場：三木屋 店出窓・茶房階段 

三木屋の茶房では抹茶セットで一服できる。今回の展示品は、粘土

の替わりに紙を使い和紙仕上げの猫など動物・人形・干支などが可愛

らしかった。 

 

３-４ 《 味わう 》 

（１）『 シーズンカフェ 茶の間 』 

日時：４月２０日（土）～５月７日（火）１１時～１７時 

会場：シーズンカフェ茶の間 

くつろぎの空間でティータイムを過ごした。挽きたてドリッ

プ珈琲や抹茶セット、数量限定でお昼のお膳も用意されていた。 

隣接「蔵ギャラリーつづら」では「蔵・まちあそび ～ワー

クショップと雑貨販売～」が行われていた。 
（２）『 煎茶を楽しむ 』 

日時：４月２９日（月・祝）呈茶時間１０時～１５時 
会場：戎徳呉服店敷地内「蔵 Gallery つづら」 
陽射しが強まる新緑の季節、新茶をお菓子とともに味

わった。江戸時代に渡来した煎茶文化は日本の「茶の湯」

からも影響を受けながら明治時代に隆盛期を迎えた。そ

んな煎茶の歴史に思いを馳せながら煎茶を楽しんだ。  
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（３）『 お寺でボチボチ “心療仏師” 心にやさしい「写仏・写仏ぬり絵と薬膳粥」 』 

日時；５月６日（月・振休）＜午前の部＞１０～１２時  
＜午後の部＞１～３時   会場；吉祥寺 

 １２種類の仏様の中から１枚を選び、前頭葉を刺激する

塗り絵をした。その仏様のプロフｲ―ルを紹介してくれた。

その後、薬膳粥と薬草茶で、心と身体を癒すことができた。 
 

３-４ 《 作る 》 

『 １３組 花まつり ～ＡＭＤ４８～ 』 

日時：４月３０日（月・振休） ９時～１６時 

会場：成信坊（本町１- 41） 入場無料  

春はお釈迦様の誕生を祝う花まつりの季節。ＡＭＤ４８とはＡＭＩＤＡ（阿弥陀）の４８種の誓

願のこと。カラフルな念珠作りの体験会で、家族連れがマイ念珠を作っていた。当日は人形劇など

も行われた。主催：真宗大谷派名古屋教区第１３組 

 

３-５ 《 笑う 》 

『 第 15 回 ６時間耐久マラソン落語会 』 

日時：５月３日（金・祝）１０時～１６時  

会場：瑞泉寺 

まちあそび恒例となった６時間落語会。毎回大好

評で立錐の余地もないほどです。東西から社会人落

語の実力者が１７人も津島に集結しました。「こん

なに笑ったの久しぶり。また来年も」という声。 

『追加公演『アマチュア落語名人会』 

日時：５月４日（土・祝）１３時３０分～１５時３０分 会場：成信坊 

さてマラソン落語会の翌日は、会場を成信坊に移して開催。全国から集まって来たアマチュア名

人に１日だけで帰ってもらうのは残念という声に応えて、追加公演です。どれだけの人気か分かり

ました。 



 

16 
 

３-６ 《 魅る 》 

（１）『 津島の山車 魅せます 本町・市神社 』 

日時：５月１日（水・休）１１時～１５時   

からくり＆車切披露：１１時・１４時 

会場：観光交流センター前（本町１- 52） 

 七切祭の米之座・高屋敷・池町山車の３輌が出た。あいにくの

雨模様であったが、祭りを楽しむことができた。 

（２）『 津島の山車 魅せます 津島神社南門 』 

日時：５月２日（木・休）１１時～１５時  からくり＆車切披露：１１時・１４時  

会場：津島神社 南門・居森社（神明町１） 

 津島秋まつりの向島祭の上之町、中之町、馬場町の山車３輌が「からくり人形」の妙技とお囃子

を奉納した。上之町、中之町の山車は天王川公園にも巡行した。

 

（３）『 津島の石採祭車 魅せます 天王川公園 』 

日時：５月４日（土・祝）１１時～１５時 

会場：天王川公園特設ステージ 囃子：１１時・１４時  

津島秋まつりの石採祭の祭車３輌（南部・中部・北部）

が鉦・太鼓のお囃子の妙技を天王川公園で実演した。そ

の後、１５時から津島神社へ巡行し、１５時３０分には

津島神社楼門前で、お囃子を奉納した。平成から令和に

改元され、新しい天皇陛下御即位の奉祝行事として行わ

れた。  
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４ 成果 

（１）新しい取組みとして、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・刀剣など）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。

 

（２）今年も市民歴史講座（６講座）には市内外の人々が多く参加した。天王文化塾が発足したの

が 2000 年であるので、今年で 20年目となった。市民講座は発足以来 250 回を超える。今後も「信

長の台所津島・まちあそび」事業の一つの柱として継続していく。 

（３）津島の祭りでは、山車祭・石採祭をクローズアップすべく、津島山車保存会との協働催事を

積極的に実施した。５月１日には七切山車の池町・高屋敷・米之座山車３輌、５月２日には向島

の上之町・中之町・馬場町山車３輌がて「からく

り人形」披露、車切を実施した。 

（４）新聞記事にも度々取り上げられた。 
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５ 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 

 

 


