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特定非営利活動法人まちづくり津島 



 

 

特定非営利活動法人まちづくり津島 

 

1-1 令和 2 年度 事業方針 

1 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。 

 

２ 指定管理業務「図書館」事業計画 

本年度は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、様々な催事が中止となり、

その収束が見通せない状況下であるが、収束次第、事業を積極的に開催したい。 

２－1 津島市立図書館 指定管理業務の充実 

（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。   

（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）読書奨励事業の展開 

２－2 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）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 

（２）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  

（３）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 

（４）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  

 

３ まちづくり基本方針 

４月予定の「まちあそび」事業は新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、中止

となった。感染症が収束次第、まちづくり事業を積極的に開催したい。 

（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。  



 

ボールペン画講座 

法律情報講座 

受講者数 

受講者数 

受講者数 

受講者数 

１-２ 令和２年度 津島市立図書館事業実施報告 

（１）講座・行事等                         

講座名 講師 日程・内容 予定 人数 

津島（郷土史）講座 

 

黒田剛司氏① 
天王文化塾頭 

 

松浦由起氏② 
豊田工業高等専門学校名誉教授 

 

浅井厚視氏③ 

前津島市立南小学校長 

4/29(3) 中止 

 
①天王祭「雨天延期」について 

②蟹江合戦と小牧・長久手の戦い 

③今、寺子屋から学ぶこと 

 

古文書講座 黒田剛司氏 

天王文化塾頭 

4/19、5/24、6/21、7/19、8/23、

9/27、10/25、12/27、1/24、2/28、

3/28（※11/22 のみ開催） 

津島の古文書 

 

23 人 

古典文学講座 

 

中西達治氏 

金城学院大学名誉教授 

5/8、6/12、7/10、9/11、10/9、 

11/6、12/4、1/8、2/12、3/12 

『平家物語の世界を読む』 

中止 

26 人 

 

吉田栄介氏 

日本ボールペン画協会 

4/9、4/23、5/14、5/28、6/11、

9/10、9/24、10/8、10/22、11/26 

12/10、12/24、1/14、1/28、2/11 

2/25、3/11、3/25 ボールペン画 

中止 

13 人 

ボタニカルアート入門

講座 

伊藤みゆき氏 

日本園芸協会ボタニカルア

ーティストの会 

11/2、12/7、1/11 

［残り 4回はコロナのため次年度持越

し］4/5、4/19、5/3、5/17 

 

10 人 

図書館秋の演奏会   中止 

  やさしい遺産相続・遺言のはなし 中止 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、古文書講座（※11/22 のみ）、ボタニカルアート入門講

座以外の講座はすべて中止しました 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）おはなし会等の行事  

 行事名 日時・期間等 参加者 

１ 春の子ども読書週間  中止 

２ 秋の読書週間  中止 

３ おはなし会 
毎月第 1・2・4 土曜日（22 回） 

※毎月第１土曜日は「まろん mama」 
中止 

４ 
ざっくざっくのおはなし会 

（ストーリーテリング） 
 中止 

５ 朗読会 8/2   ※朗読グループ空缶 中止 

６ おはなしにこにこ 毎月第 1・3 木曜日 ※赤ちゃんのためのおはなし会 中止 

７ 神守のおはなしにこにこ 毎月第 3 火曜日 ※赤ちゃんのためのおはなし会 中止 

８ 神守のおはなし会 毎週日曜日 中止 

９ 英語のおはなし会  中止 

10 神守折り紙教室 毎週日曜日 中止 

11 図書館折り紙教室 毎月第 2・4 土曜日 中止 

12 たなばた会 7/4 中止 

13 クリスマス会 12/12 中止 

14 ダンボール工作会  中止 

15 老松シネマ（映画会） 8/12、8/13、8/14 中止 

16 大人の映画会 8/30 中止 

17 本のリサイクル  中止 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベント・おはなし会は中止 

 

（３）見学・体験 

 行事名 日時・期間等 参加者 

１ 
図書館司書実習 8/24，26-28 

同志社大学・愛知学泉短期大学 

2 人 

２ 津島市立西小学校社会見学 10/23 85 人 

３ 唐臼保育園外保育 11/2 30 人 

４ 神島田保育園外保育 12/18 25 人 

５ 神島田保育園外保育 3/11 20 人 

※見学・体験の多くは自粛のため申込なし 

 

 

 

 



 

「佐屋路の歴史と今昔風景」展 「図書館で観る日本刀～刀の魅力を探る～」展 

 

「文字と活字」展 

「12 人の作家が描いた津島の物語」展 「円空仏作品」展 「天王川と津島神社の歴史写真」展 

（４）館内展示 

月次 展示名 内容 

1 月 
「図書館で観る日本刀～刀

の魅力を探る～」展 

日本刀ブームを受け、津島にゆかりのある人物が所有して

いたと伝わる刀剣を中心に、日本刀 1 振、パネル 38 枚で

紹介 

4 月 「文字と活字」展 
歴史ある印刷会社より活字（鉛製）、活字棚をお借りして、

文字・活字の概要をパネル 27 枚で紹介 

6 月 
「佐屋路の歴史と今昔風

景」展 

江戸時代はじめに整備された、津島を通る佐屋路をパネル

10 枚、佐屋路分間絵図で紹介 

10 月 
「12人の作家が描いた津島

の物語」展 

「つしま歴史ばなし 尾張津島十二景アートカレンダー

2021」に収録された、津島の歴史や物語を題材にした絵画

を紹介 

1 月 「円空仏作品」展 
円空仏彫刻会「木端の会」の円空仏作品をパネル３枚と共

に展示 

3 月 
「天王川と津島神社の歴史

写真」展 

『歴史写真集 津島』第 4 輯刊行を記念し、写真集の中から

主な写真を抜粋してパネル 54 枚で紹介 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）職員研修 

  新型コロナウイルスの影響により、今年度の研修は中止 



 

（６）新聞掲載の図書館記事（日付順） 

 

令和２年度 主な図書館記事の掲載一覧（日付順） 
 

 新聞名、掲載年月日 記事タイトル 

1 中日新聞.2020.1.17 

津島にあった輝く備州の刀 市立図書館で展示 : 刀剣に興味を持っても

らおうと、実物の日本刀や刀の種類などを紹介する企画展「図書館で観る

日本刀」が津島市立図書館（津島市老松町）で開催 : 刀剣に興味を持つ図

書館員が、ゲームをきっかけに発生した刀剣ブームの高まりを受けて企

画 : 脇差し、太刀、打刀といった刀剣の種類や特徴をはじめ、村正、虎徹

など有名な刀工をパネルで解説している : 津島神社などが所有する、津島

ゆかりの刀も写真で紹介 : 市内の個人が所蔵する室町時代に備州（現在の

岡山県）で製作された打刀もあり、実物ならではのなまめかしい光沢を間

近で見ることができる 

2 中日新聞.2020.6.2 

大正期の地元紙 感染症に警告 尾陽新報 スペイン風邪の猛威 克明に 

津島市立図書館が調査 : 津島市立図書館の園田俊介館長（43）が、大正時

代に世界中で多くの死者を出したスペイン風邪とみられる流行病が旧津島

町（津島市）でも猛威をふるっていたことを明らかにした : 図書館が所蔵

する当時の地方紙を調査 : 記事は旧町だけで 1 カ月間に 30 人余りの死者

が出たことや、地元有力者の死などを伝えており、今も昔も変わらない感

染症の恐ろしさを感じさせる ; 「尾陽新報」は大正期の地域新聞で、津島

市立図書館発行の『地域新聞集成 海部・津島』第 1 輯に収録 

3 中日新聞.2020.9.1 

図書館に除菌消毒機 津島市が採用 : 新型コロナウイルス対策の一環と

して、津島市立図書館（津島市老松町）では本を除菌できる消毒機を採用

した : 安心して利用してもらえる環境づくりとして、消毒機を本館に 2

台、分室に各 1 台設置し、計 4 台を運用 : このほか空気清浄機なども購入

し、関連事業費は 297 万円を計上している 

4 中日新聞.2021.1.6 

本の除菌に紫外線装置 津島市立図書館 4 台導入 : 新型コロナウイルス

の感染を防ごうと、津島市教育委員会は、市立図書館本館・分室に、紫外

線で本を除菌する装置 4 台を導入した : 装置に本をセットし、電子レンジ

のように、扉を閉めてスタートボタンを押すだけ。4 台とも紫外線を照射

し、ウイルスを除去 : うち 1 台は、本を開いた状態でセットし、風を送る

ことでより除菌できるほか、ページ間のほこりも取り除いて、消臭もでき

るという : 園田俊介館長は「お子さんからお年寄りの方まで安心して本を

読めると好評です」と語る ; 津島市立図書館 

5 中日新聞.2021.2.2 

円空の彫刻 お手本に 60 体 津島 名古屋「木端の会」が作品展 : 津島

市立図書館（津島市老松町）で、仏像など、生涯に 12 万体の作品を彫った

とされる円空（1632‐95 年）の作品を模した展示会を開催 : 円空作品の

愛好者でつくる「木端の会」（名古屋市中川区）が主催 : 津島市内には天

王通りの千体仏をはじめ、円空が手がけた作品が多いことから、同市での

開催となった : 展示は 3 月 2 日まで 

 

 

以下、資料提供、解説として掲載 
 

・中日新聞 2020.5.23 ［特集］津島新聞「わが街探偵団 天王川公園でバイクレースが？」に資料提供 

・中日新聞 2020.5.23 ［特集］津島新聞「地名ヒストリー 兼平町 鐘の古里 守り抜く」に資料提供 

・中日新聞 2020.6.14  「天王川公園開設 100 周年」に解説 

・中日新聞 2020.8.30 「あいちの民話を訪ねて（8）～秀吉と津島神社～」に解説及び資料提供 

・朝日新聞 2020.10.17 「［地域新聞］わが街探偵団 弥富新聞 地名ヒストリー 水害後のあだ名 狐地」に 

           資料提供 

・中日新聞 2020.12.26 「プレーバック 1920 年 6 月 15 日 天王川公園起工 憩いの場、過去にバイクレ

ースも守り抜く」に資料提供 

・中日新聞 2020.12.26 「地名ヒストリー神守町」に資料提供 



 

令和２年度 メディア出演一覧（日付順） 

 メディア名・放送日 放送・放映内容 

1 
中京テレビ「キャッチ！」 

      2020.11.24 

中京テレビ「キャッチ！」『「伝統を残したい」３０年ほど前に途絶えた

“津島麩”が復活 今月から販売開始』にて、取材及び当館所蔵の資料を

提供  

2 
ＮＨＫ「まるっと」 

      2020.1.20 

ＮＨＫ「まるっと」内の地域特集コーナー『津島で復活した幻の味“津島

麩”』に当館所蔵の資料提供 

 

（７）その他主な報告事項 

〇4 月 11 日～5 月 31 日、緊急事態宣言を受け、市の方針により臨時休館                

〇6 月 5 日、図書館西側壁面にグリーンカーテン設置 

〇6 月 9 日、津島駅構内の返却ポストを専用ポストに交換設置 

〇6 月 18 日、館内 2 ヵ所（学習室、調べもの室）に利用者用 Wi-Fi を設置 

〇7 月 1 日、サービス制限の一部（滞在時間の延長、コピー、利用者用インターネット端末）を再開 

〇7 月 9 日、サービス制限の一部（新聞・雑誌最新号の閲覧、閲覧席の一部）を再開 

〇7 月 14 日、津島市老人クラブ連合会にて当館職員が「100 年前の津島」と題して講演 

〇8 月 26 日、図書消毒機（TRC1 台、キハラ 3 台）本館 2 台、生涯学習センター分室 1 台、神島田公民館

分室 1 台を設置し運用 

〇10 月 28 日、利用者用端末に、調べもの用として朝日新聞デジタルサービス（聞蔵Ⅱ）を導入 

○11 月 10 日～20 日、生涯学習センター神守分室１階移転作業（21 日開室） 

○11 月 21 日、新型コロナウイルス感染予防対策として閉鎖していた学習室、閲覧席を再開 

○11 月 26 日、AED スポンサー広告募集パネル設置 

○12 月 20 日～1 月 15 日まで、 図書館入口スペースにて津島西小学校 6 年生による「繋がる～世界中の

笑顔のために リサイクル～」のプロジェクトに参加（リサイクル協力ボックスを設置） 

 ○1 月 16 日、緊急事態宣言の発令により、2 月 7 日まで学習室の使用を休止。（※緊急事態宣言の延長に

より 3/1 まで延長） 

 ○2 月 23 日、防災訓練実施 

〇3 月 1 日、緊急事態宣言で休止していた学習室の使用を再開 

〇3 月 5 日、令和２年度図書館協議会を書面開催（郵送） 

○3 月 6 日、図書館アンケート実施（～3/10 まで） 

 〇3 月 10 日、津島西小学校へ当館職員が出張授業 

  

 

 



1-3 令和２年度 愛西市中央図書館事業報告（令和２年4月～令和３年3月31日）

参加人数

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止8月5日 ボールペン画講座
ボールペンだけで描く講座
（講師：吉田 栄介 氏 ）

7月19日 Englishおはなし会
ネイティブな英語のおはなし会
（講師：ﾃﾞｲビット 氏）

7月26日 歴史講座 地域に関する歴史講座

7月10日 とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

7月11日 とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

6月28日 季節を楽しむ俳句短歌教室
初心者向けの俳句短歌教室
（講師：相原 利沙 氏）

7月5日 たなばた会 読み聞かせ会と簡単な たなばた工作会

6月17日 ボールペン画講座
ボールペンだけで描く講座
（講師：吉田 栄介氏）

6月20日 ワクワク工作会 簡単にできる工作会

6月12日 とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

6月13日 とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

6月6日 高校生のおはなし会
佐屋高等学校ライフコーディネート科
の生徒さんによるおはなし会

5月23日 歴史・文化講座『いにしえの街道と日置庄を訪ねて』
市内の名所・旧跡を巡るまち歩き
（愛西ボランティアガイドの会　協力）

6月3日 ボールペン画講座
ボールペンだけで描く講座
（講師：吉田 栄介氏）

5月17日 Englishおはなし会
ネイティブな英語のおはなし会
（講師：ﾃﾞｲビット 氏）

5月20日 ボールペン画講座
ボールペンだけで描く講座
（講師：吉田 栄介氏）

5月8日 とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

5月9日 とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

4月25日～5月10日 こども読書週間 としょかんで、ウォーリーをさがそう！

4月26日 季節を楽しむ俳句短歌教室
初心者向けの俳句短歌教室
（講師：相原 利沙 氏）

4月10日 とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

4月11日 とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

開催日時 行事名 実施内容（関係団体用）

4月1日 ボールペン画講座
ボールペンだけで描く講座
（講師：吉田 栄介氏）



参加人数開催日時 行事名 実施内容（関係団体用）

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

60名

中止10月26日 季節を楽しむ俳句短歌教室
初心者向けの俳句短歌教室
（講師：相原 利沙 氏）

10月10日 とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

10月24日 秋の読書週間企画『秋のトクトクセット貸出』

3歳～小学校高学年まで、年齢別の図
書や、季節の工作キット、秋・冬のおす
すめ本の紹介、セット限定の読書通帳
をセットにした袋の貸出

10月7日 ボールペン画講座
ボールペンだけで描く講座
（講師：吉田 栄介 氏 ）

10月9日 とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

9月20日 Englishおはなし会
ネイティブな英語のおはなし会
（講師：ﾃﾞｲビット 氏）

10月3日 高校生のおはなし会
佐屋高等学校ライフコーディネート科
の生徒さんによるおはなし会

9月12日 とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

9月16日 ボールペン画講座
ボールペンだけで描く講座
（講師：吉田 栄介 氏 ）

9月6日 歴史講演会
愛西の歴史についての講演会
（講師：浅井 厚視 氏）

9月11日 とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

9月1日～ 本のリサイクル配布会
除籍になった本・受入できなかった
本をリサイクル配布する。

9月2日 ボールペン画講座
ボールペンだけで描く講座
（講師：吉田 栄介 氏 ）

8月23日 季節を楽しむ俳句短歌教室
初心者向けの俳句短歌教室
（講師：相原 利沙 氏）

8月29日 高校生のおはなし会
佐屋高等学校ライフコーディネート科
の生徒さんによるおはなし会

8月19日 ボールペン画講座
ボールペンだけで描く講座
（講師：吉田 栄介 氏 ）

8月22日 切り紙工作会 切り紙で昆虫を作る。
（講師：上田 薫 氏）

8月8日 とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

8月7日 とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会



参加人数開催日時 行事名 実施内容（関係団体用）

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

70名

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

６１名

中止

2月12日

2月13日

とんがりぼうし おはなし会

とんがりぼうし おはなし会

定例おはなし会

定例おはなし会

2月17日 ボールペン画講座
ボールペンだけで描く講座
（講師：吉田 栄介 氏 ）

2月13日 図書館　de ぶっくみくじ

1月20日 ボールペン画講座
ボールペンだけで描く講座
（講師：吉田 栄介 氏 ）

2月3日 ボールペン画講座
ボールペンだけで描く講座
（講師：吉田 栄介 氏 ）

2月6日 高校生のおはなし会
佐屋高等学校ライフコーディネート科
の生徒さんによるおはなし会

1月9日 とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

1月17日 Englishおはなし会
ネイティブな英語のおはなし会
（講師：ﾃﾞｲビット 氏）

1月5日 本の福袋貸出 大人・子どもの福袋70袋貸出

1月8日 とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

12月19日 クリスマス☆コンサート
クリスマス朗読コンサート
（出演：こどものとなり）

12月27日 季節を楽しむ俳句短歌教室
初心者向けの俳句短歌教室
（講師：相原 利沙 氏）

12月11日 とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

12月12日 とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

12月2日 ボールペン画講座
ボールペンだけで描く講座
（講師：吉田 栄介 氏 ）

12月5日 高校生のおはなし会
佐屋高等学校ライフコーディネート科
の生徒さんによるおはなし会

11月18日 ボールペン画講座
ボールペンだけで描く講座
（講師：吉田 栄介 氏 ）

11月15日 Englishおはなし会
ネイティブな英語のおはなし会
（講師：ﾃﾞｲビット 氏）

11月13日 とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

11月14日 とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

11月4日 ボールペン画講座
ボールペンだけで描く講座
（講師：吉田 栄介 氏 ）

11月4日 雑誌リサイクル配布会
図書館で保存期限外となった雑誌
をリサイクル配布する。

10月31日～11月1日 図書館まつり

おみくじをひいて開運本を貸し出す
（対象：大人）



参加人数開催日時 行事名 実施内容（関係団体用）

中止

中止

中止

中止

中止

※マーカー表記の行事は開催。

※中止は、新型コロナウイルス感染拡大防止・緊急事態宣言発令（4月・5月）に伴う臨時休館のため。

3月3日 ボールペン画講座
ボールペンだけで描く講座
（講師：吉田 栄介 氏 ）

3月12日

3月13日

とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

とんがりぼうし おはなし会 定例おはなし会

2月28日 季節を楽しむ俳句短歌教室
初心者向けの俳句短歌教室
（講師：相原 利沙 氏）

3月17日 ボールペン画講座
ボールペンだけで描く講座
（講師：吉田 栄介 氏 ）

3月2日 リサイクル本配布会



 

（1）令和 2年度 愛西市中央図書館 ＜秋のトクトクセット貸出＞                              

 開催日：令和 2年 10月 24日（土）～ 

 

秋の読書週間企画として、子ども向けに『秋のトクトクセット貸出』を開催。 

年齢別（３歳～未就学児・小学校低学年・中学年・高学年）に分かれたセットを、計 60袋用意。 

図書館員選書の図書資料の他に、「図書館まつり」などのイベント開催が中止される中、自宅で楽しんで

もらえるよう、季節に合わせた工作キット（ハロウィン）や、ぬりえ・おりがみ等を入れ、読書啓発のための

『セット限定の読書通帳』・『秋・冬のおすすめ本リスト』もプレゼント。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（2）令和 2年度 愛西市中央図書館 ＜雑誌のリサイクル配布会＞         

 開催日：令和 2 年 11 月 4 日～11 日 

 

ワゴン 3台に雑誌を並べ、図書館玄関外での開催。 

コロナ禍での「密」をできるだけ防ぐため、できるだけワゴンとワゴンの距離を開け開催。 

午前 9時スタート時は、一時的に「密」の状態になっていたが、スタッフが、「できるだけ 

ゆずり合ってお選びください」と何回か声かけを行った。 

多くの方が来館したが、開始前から、マスク着用や、ソーシャルディスタンスを守り、スタート

を待ってくださっていた。 

１つのワゴンに長時間留まって選ぶ利用者は少なく、コロナ意識の中の配布会開催となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（3）令和 2年度 愛西市中央図書館 ＜本の福袋貸出＞                    

開催日：令和 3 年 1 月５日(火)～ 

 大人 50 袋、子ども 20 袋を用意し、福袋の貸出を行った。 

 中には、はすみんの他、選ぶヒントとなるメッセージに合った図書を数点入れ、雑誌の付録な

ども 当たり袋として入れセットした。 

 コロナ禍で、例年 1 日で貸出が終了するところ、5 日で全て貸出が終わった。（子ども袋は、 

 2 日間で終了） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（4）令和 2年度 愛西市中央図書館 ＜図書館 de ぶっくみくじ＞        

  開催日：令和３年 2 月 13 日（土）～ 

 

  コロナ禍の大人対象の企画として、おみくじを引いて、番号の開運本を貸し出す 

『ぶっくみくじ』を開催。約 60 冊の本を用意し、大吉には、カイロのプレゼント

を渡した。本には、おみくじの結果の運勢だけでなく、スタッフが考えた 開運本

に関連した「開運メッセージ」付きの帯をつけ、本への興味・関心を持ってもらう

工夫をこらした。 

 



ＮＯ 　     事　業　項　目 期間 区分※１ NPO支出 主担当 備考

　令和2年信長の台所

　津島・まちあそび

目的：10月23日～25日お月見灯路会場周辺での「秋のまちあそび」催事の市民協働

　津島・愛西 図書館を拠点とした

　歴史文化事業の展開

（新規）

佐織図書館の円滑な業務実施

（新規）

津島図書館通信システム改良

※１　（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　

※２ 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う中止した事業に代わる新規事業（指定管理業務改善）

支出

1,038千円

予算

1,800千円
合　　　計

3

8

 津島市立図書館

目的：10月の賑わい創出 「秋まつり」10月3・4日＆「お月見灯路」10月23日～25日

     「お月見灯路」「狐の嫁入り道中」「プロジェクションマッピング」の充実

　尾張津島お月見灯路

 『歴史写真集 津島第４輯』発刊

10月 （１）

　町家「カネ長」の利活用 通年 （３）

10月

3月

（１）

（１）

 1-4  令和2年度  まちづくり事業報告

　夏 六百年 観る聞く知る天王祭

1

2

　　　地域物産販売・フリーマーケット・「路上パフォーマンス」の規模拡大

 　新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め中止

4月 （３）

（３）

目的：藤まつり観光客の歴史文化ゾーンへの誘引を図る

目的：尾張津島天王祭観光客へのおもてなしプレイベントの実施

7月
 　新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め中止

　　 海部津島の歴史文化への住民理解を深める講座・「まち歩き」等の実施

 　新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め中止（津島神社にて一部実施）

 　新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め中止

 　新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め中止

 　新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め中止

 　新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め中止

4・6・
10月

　「秋の津島・まちあそび」
尾張津島お月見灯路協賛事業4

 園田

6

支出
382千円5

（３）

7

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

　町家「渡邉家住宅」の利活用 （３）

目的：指定管理者「まちづくり津島」の特質を生かした事業展開

目的：地域資源「町家」の保全と継承のモデル化

通年

目的：春と秋のまちあそび催事を実施し、町家を利活用する。

9
※２

10
※２

３月
支出

238千円
飯谷 愛西市中央図書館（１）

目的：愛西市中央図書館の図書館指定管理業務拡大（佐織図書館）の円滑化

３月 （１）
支出

418千円
園田  津島市立図書館

目的：本館・神守・神島田のネットワーク回線強化による市民サービス向上と効率化



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

津島市立図書館の取り組みの一つとし

て、地域資料の収集に重点を置いていま

す。このうち古写真などの視覚資料は、市

民にとって関心が高く馴染みやすい資料

であるとともに、観光ガイド、街並み保存、

歴史研究など幅広い分野で活用できます。 

 

2012年から13年にかけ、図書館では古写

真を収集し、『歴史写真集 津島』（第1～

3輯）を発行しました。今回の第4輯は津島

市最大の名所である天王川公園と津島神

社について特集しています。 

 

天王川公園は2020年に開設100周年を迎

えたこともあり、過去から経緯を視覚的に

紹介することで、市内外の方々に一層関心

を持ってもらうことを目的にしています。 

 

津島神社については、2026年に国幣小社

昇格100周年を迎え、また疫病退散の信仰

が再び注目されていることから、同じく過

去からの経緯を紹介しています。 

 

第4輯は、写真に加えて絵図や図版を交

えて名所を紹介することから、「見て楽し

く、調べものにも役に立つ地域資料」であ

ることを目的としています。どうぞご一読

いただければ幸甚です。 

 

【津島神社】巨大な茅輪 昭和 2 年（1927） 

『歴史写真集 津島 第 4輯 －天王川公園・津島神社特輯－』 発刊 

 

掲載写真：463 点（絵図含む） 

ページ数：120 ページ 

サイズ ：A4 版 

発行日 ：令和 3 年(2021) 3 月 31 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 
 

【天王川公園】鹿の角切り 平成 9 年（1997） 

天王川公園・津島神社特輯 

 

販売場所：津島市立図書館 2 階事務室 

津島市観光交流センター 

販売価格：1,000 円  



 

 

中
日
新
聞 

４
月
１
０
日 

朝
刊 



 

 

3-1 令和 3 年度 特定非営利活動法人まちづくり津島 

事業方針（案） 

 

 
1 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）海部地域で生活している人々の文化的な暮らしの支援と中心市街地の活力の再生に寄

与する。 

 

２ 指定管理業務「図書館」事業計画 

令和２年度は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、様々な図書館催事を中

止した。３年度もその収束が見通せない状況にあるが、収束次第、事業を積極的に開催する。 

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

起こす活動も展開する。 

２－1 津島市立図書館 指定管理業務の充実 

（１）子どもの読書・文化振興を目的とした児童イベントの質的向上を図る。 

（２）地域文化コレクション（古写真・版画・作家原稿）の整備・充実。 

（３）生涯学習センター２階の神守分室を１階に移転リニューアル（R2年 11月 21日）に伴

う神守地区の読書奨励事業の充実 

２－2 愛西市中央図書館の管理運営の進め方 

（１）いつでも、誰でも、気軽に訪れ利用しやすい図書館を目指す。 

 ア、移動図書館車「めぐりん」の巡回（八開地区コミュニティセンター）の充実。 

 イ、図書の返却場所の増設（八開・立田）による利便性の向上。 

（２）佐織図書館（佐織公民館２階）の業務を本年度４月から受託したことに伴い、佐織図

書館内での調べもの学習や生涯学習を支援する。 

（３）地域情報の拠点として、海部地域の歴史文化を学べる講座の開催やパネル展示を充実

する。 

 

３ まちづくり基本方針 

新型コロナウィルス感染症が収束次第、まちづくり事業を積極的に開催したい。 

（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」文化事業

を行うとともに、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」文化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。  



 3-2   令和3年度　津島市立図書館　読書奨励等事業計画（案）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

※ は、生涯学習センター図書室で開催

子どもの読書週間
おたのしみイベント

ストーリーテリングのおはなし会 4月・10月・12月・2月 おはなしざっくざく

図書館職員・市内外読書グループ

〃

まろんmama

おはなしBOOONのおはなし会

8月・3月

8月1日～7日

古典文学講座　(平家物語)

古文書講座

朗読会

神守小学校図書ボランティアの
おはなし会

真夏の夜のこわ～いおはなし会

おはなしにこにこ
(赤ちゃんのためのおはなし会）

※　神守おはなしにこにこ
(赤ちゃんのためのおはなし会）

ワクワク楽しいおはなし会

郷土史講座(津島講座）

一日図書館員体験(小学生）

映画会

おはなしくるりん(サミット）

本のリサイクル(無料配布）

クリスマス会

　　　　　　　行　　事　　名

図書館おはなし会

 ※  神守のおはなし会

 ※  神守のおりがみ教室

たなばた会

毎月第2金曜日

10月

６月～３月第３日曜日　計４回

毎月第4日曜日

　　　　　　備　　　　　　　　　考

図書館職員

図書館職員・まろんmamaその他

おはなしざっくざく

〃

〃

7月

　　　 開　催　回　数(日程）

毎月第2・第4土曜日

毎週日曜日

毎週日曜日

7月

神守小学校図書ボランティア

毎月

4月

4月

図書館職員

〃

毎月第1・第3木曜日

図書館職員

〃

おはなしBOOON

図書館職員

図書館職員・まろんmamaその他

じゃあびり(読書グループ）

6月・11月

12月

毎月第1土曜日

図書館職員・ガイドボランティア

図書館、天王文化塾

金城学院大学　名誉教授

読書グループ・空缶8月(1回）

毎月第2金曜日(4月・8月除く）

図書館、天王文化塾

〃

図書館主催

図書館職員

伊藤みゆき氏

図書館主催

４月～３月まで１０回地域の歴史に親しむ講座

随時

12月文化講演会

５月～３月第1月曜日ボタニカルアート教室

英語でたのしむおはなし会 毎月第３土曜日

館内特設展示

テーマごとの図書特集
(カウンター横）

２ヶ月毎

職場体験、研修生、図書館見学受入れ

図書館演奏会

館内特集コーナー（1階ホール） ２ヶ月毎

11月



期日・場所・対象
等 備考

（中央）月2回
（佐織）月1回

偶数月1回
コロナにより令和2年

度事業出来ず

奇数月1回
コロナにより令和2年

度事業出来ず

6月～8月頃
2階会議室

7月 コロナにより令和2年
度事業出来ず

7月～8月頃
2階会議室

７月上旬

6月～7月頃，11
月

2階会議室
対象：成人・社会

人

 5月，10月
対象：老若男女
問わず

10月31日
11月1日

１２月

1月

10月、1月頃　 2
階会議室　対
象：親子等

2月　対象：大人 新規

3月
2階会議室

・企業、学校、児童館、福祉施設等への貸出

・学校等への特定主題図書の貸出

新規

3-3   令和3年度 愛西市中央図書館・佐織図書館 読書奨励事業計画（案）

読書普及事業

・読書会や本に親しむ講座の開催

随時

・図書館まつりの開催【中央・佐織】

・絵本展、絵本の選び方教室の開催

・乳児向けのおはなし会

・愛西市子ども読書活動推進計画（第三次）の実施

・移動図書館車の巡回（八開・立田地区）

年間

図書館資料等の展示

・読書週間等に併せた展示

年間・随時
・自主企画による展示

・展示資料の市町村貸出・借受

・地域資料を紹介する展示

団体貸出

・希望する読書施設への貸出

   １．講演会

   ２．市内名所旧跡まち歩き

・クリスマス会

・新春シネマ　in 図書館（大人の映画上映会）

・図書館まつり(古雑誌リサイクル）【中央・佐織】

事業名 実施内容等

交流の場の提供

・【中央・佐織】図書館ボランティアによる読み聞
かせお話し会（絵本等）
＜読み聞かせグループ、図書館職員＞

・佐屋高校生によるおはなし会

・English おはなし会

・工作会の実施（折り紙・切り紙講座）　　　　　　　　　　　

・夏休み「朝活」　（開館前図書館開放）　　　　　　　　

・夏休みこども映画会

・たなばた会

・愛西市歴史・文化講座

・オリジナルしおりづくり、福袋の貸出【中央・佐織】

・図書館 de　ぶっくみくじ

・本のリサイクル



ＮＯ 　     事　業　項　目 期間 ※区分 　主担当 NPO支出 備考

主催

津島ロータリークラブ

例年は藤まつり期間に実施していたが、新型コロナ感染拡大防止により秋に計画する

　　①10月秋まつり及びお月見灯路会場周辺での「秋のまちあそび」催事の展開

　津島・愛西 図書館を拠点とした

　歴史文化事業の展開

　津島・愛西 図書館指定管理

　業務効率化対策

　　②町家の生活文化を紹介する新たな催事を企画実施する

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

3

     ②津島神社境内でのプロジェクションマッピングの充実

　　　②ロータリー文庫展：津島神社・天王川公園・津島のまつりに関する資料展示

1

  「津島神社・天王川公園と
尾張津島天王祭」

鈴木・園田
 100
千円

目的：津島神社・天王川公園・尾張津島天王祭などの歴史文化の魅力を再発見する

　　　①特別講演会：講師 千田嘉博氏（城郭考古学、奈良大学教授）

   3-4    令和３年度  まちづくり事業計画（案）

石原・田中
鈴木

 300
千円

 尾張津島天王祭
おもてなし実行委員会　夏 六百年 観る聞く知る天王祭

2

　　　②「路上パフォーマンス」の規模拡張

　　　①地域物産販売・フリーマーケット・地元商店街の参画

本年度は新型コロナ感染状況を都度見極めて、各事業の中止・縮小・実行を判断することとする。

7 目的：地域資源「町家」の保全と継承のモデル化

園田・飯谷

　令和３年信長の台所
「秋の津島・まちあそび　20th」

尾張津島お月見灯路協働事業

 200
千円

 200
千円

　　②観光交流センターでの「津島秋まつりパネル展」・講演会の実施

田中・黒田
 350
千円

 200
千円

9 月～
３月

（2）

　津島市と協議しつつ、指定管理業務の効率化を推進する。

5

　　①海部津島の歴史文化への住民理解を深める講座の実施

合　　　計
1,800
千円

　指定管理者「まちづくり津島」の特質を生かした事業を随時展開する。

目的：尾張津島天王祭観光客へのおもてなしプレイベントの実施

　　①一般公開と催事展開　本年度は音楽会（和楽器・祭囃子等）の実施

園田・飯谷

　町家「渡邉家住宅」の利活用
黒田・田中
伊藤（哲）

 450
千円

 尾張津島お月見灯路
実行委員会　尾張津島お月見灯路

余郷・青木
伊藤（博）
川口　沢村

天王文化塾協働

　　②海部津島の魅力再発見の「まち歩き」「パネル展」の実施

6

（2）7月

（1）7月

（1）10月

（1）10月

　6月～
3月

（2）

通年 （2）

4

目的：10月の賑わい創出 「秋まつり」10月2・3日＆「お月見灯路」10月栗名月の頃

     ①「お月見灯路」：夜の小路に灯籠を並べ、町の新しい魅力を創出する。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

役　 名    氏　　名 会　社　名 役　　職

理 　事  田中　正明 （株）田中葬具店
理 事 長
（新）

理 　事  余郷　達也 　三和テクノ（株） 副理事長

理 　事  石原　弘乙 （株）石原印刷 副理事長

理 　事  青木　啓 　西尾張ＣＡＴＶ（株） 副理事長

理 　事  長崎　秀典 （有）ながさき

理 　事  伊藤　基 （株）イトウ写真館

理 　事  早田　章 　名西警備保障（株）

理 　事  林　  保

理 　事  伊藤　博 　伊藤写真

理 　事  川口　傑 　三和テクノ（株）

理 　事  澤村　知伸 　サワムラスタヂオ

理 　事  飯谷　貞次 　愛西市中央図書館

理 　事  園田　俊介 　津島市立図書館

理 　事  伊藤　哲朗 （株）綿新商店

理 　事  鈴木　吉男 （有）スズキ

理 　事  黒田　剛司

監　 事  野々山  勝也 　野々山会計事務所

  5   令和３年度　理事長変更について（案）

　理事長を黒田剛司が辞任し、田中正明が就任する。


