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 鎬造り・庵棟。鍛えは板目で丁子映りが立
つ。刃文は丁子交りの小乱れ刃こずみ、切先の
刃はのし返る。茎は生ぶで目釘孔は１個。　
作者は伯耆国（ほうきのくに:現、鳥取県中・
西部）大原の真守で、有名な名物童子切の作
者安綱の子といわれている。この太刀は津島
神社旧社家堀田氏の一族で正平３年（1348）
四条畷の戦い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。

　両鎬造。鍛えは板目で刃文は乱れ交り。切
先の刃は直ぐで突き上げる。彫物は表裏鎬の
上に細い樋を彫る。茎は生ぶ、二字銘のうち
「長」の字は孔にかかる。目釘孔は２個。　
作者は備前国（びぜんのくに：現、岡山県東
部）長船派の初代長光で、剣の作例は概して
少なく、貴重な遺品といえる。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。

※ご参拝のしるしに御朱印を津島神社からはじめませんか
津島神社「御朱印帳」（表紙 尾張津島天王祭）１冊 1,500円 御朱印料 300円

© The Trustees of the British Museum （2017）

津島神社・津島神社崇敬会

津島祭礼図屏風
本作は金地を背景に尾張津島天王祭のクライマックス、旧暦６月14日の宵祭とその翌朝に天王川で
行われる朝祭の情景を描いた八曲一双屏風。本作は作風から最古の作例の一つとされる。

原本所蔵：大英博物館　時 代：江戸時代 17世紀 （高精細複製品）
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日時 ４月３０日（火・休）１３時３０分～
会場 興禅寺（今市場町３-２２）

日時 ４月３０日（火・休）
　　　　　　 15時～ 
会場 興禅寺 （今市場町３-２２）

 

日時：４月３０日（火・休）
会場：小中切山車蔵開放（今市場町３）１３時～１６時

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
います。目出度いという意味は蘇りです。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」についてお話しします。

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。
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日時 ５月２日（木・休） 
　　　　　　　１０時～１６時
場所 地蔵堂 （天王通３） 

 
 
 

 

 

木喰明満作木造薬師如来坐像、正面の頭髪・眉・鼻・白毫と
薬壷をうす墨で彩色し、唇に紅をさし、木喰仏特有の微笑が
漂っている。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。

 

日時 ５月１日（水・祝）２日（木・休）
　　　　　　　　１０時～１６時 
場所 成信坊 （本町１-４１） 

 

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。　小仏ながら円空独特の力強い彫法が見られ、
現在５，０００余躰発見されている円空仏の中でも特
異。延宝年間の作である。
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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、すべてに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。保存修理の際、
納入品が発見され、文治３年（1187）から建久４年
（1193）頃にかけての諸国勧進により多くの結縁者を
得て製作されたことが判明した。

 
 
 

日時 ５月4日（土･祝）・５日（日・祝） １1時～１5時
場所 西光寺 （米之座町２ｰ８） 

 

牛頭天王像は三面十二臂、三面二臂の像などが国内に現
存しているが、本像（像高１８.５㎝）は本面が馬面、足が
鳥足である点で、他の牛頭天王像とは異なる。しかし、本
像は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（中国
伝説上の皇帝。農耕、医薬の製法を創案し、農業・医薬
の祖とされる）と習合している点である。このような津島
牛頭天王信仰の特質を表している本像は極めて貴重な
ものである。

日時 ５月３日（金・祝） １０時～１６時
場所 興禅寺 （今市場町３ｰ２２） 
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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年を迎えた。

日 時 ５月５日（日・祝） １３時３０分～ 
会 場 常楽寺 （天王通り５-１０） 

雲居寺は、戦国武将 服部小平太（一忠）公の菩提寺。
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、松阪
城主となるも、秀次の乱により、高野山にて切腹した。
常山では以来、服部家と今川家の供養を行っています。
記念法要に合わせて、今川義元公の位牌を新調し開
眼供養します。 
五百羅漢堂もご自由に拝観できます。　ダルマさんのご朱印も授与します。

妙延寺の日順上人（第９世）は、清正に仏法・手習いを指
南しました。妙延寺には、清正が習字紙を掛けた「清正公
草紙掛松」の幹や江戸時代に熊本の本妙寺から贈られた
清正公像が寺宝として今に伝わります。清正は賤ヶ岳七
本槍として武名をあげ、熊本城主となりました。

日 時 ５月４日（土・祝）１０時～  会 場 雲居寺 （北町３２） 

日 時 ５月５日（日・祝） １０時～ 　会 場 妙延寺（今市場町1-11）  

写経体験 （抹茶付500円） 
記念法要の際には、寺宝（清正公長烏帽子）も公開。

５月３・４日１０時～１６時  5日１3時～１６時　
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津島市内１９の寺院を巡り、いろいろな仏さま・菩薩さま・諸神にお参り
ください。そして、朱印をお受け取り下さい。
◆津島霊場寺院　朱印受付時間１０時～１６時
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・大龍
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
※ 津島霊場会専用奉拝帳（1,000円）、常楽寺・宝泉寺にて販売しています。 
※ 寺院の都合により御朱印の授与が出来ない場合もありますのでご了承ください。 

津島霊場会○ お問合せ先 常楽寺 ☎0567-28-4875・宝泉寺 ☎0567-26-4438・蓮台寺 ☎0567-26-3681

日時：５月４日（土・祝）、５日（日・祝）10時～16時 
場所：津島駅西地域（スタート：津島駅構内）

明 と々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
のを感じます。心を込めて願い事を書かれた護摩木、お加持を護摩壇の炉でお焚き上げし、
仏さまに願いを届けます。 

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ました。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」の優雅な調べをお楽しみください。

まちを歩きながら「動物」を探しあてる謎解きゲームです。
名鉄津島駅構内に置かれた「ゲーム説明書」を使ってスタートします。
「探しあてた３体以上の動物の名前」をゴール（津島ゲストハウス「げた家」）で
報告し、くじであたりを引くと記念品・引換券がもらえます!

（本イベントは５月の毎週土日（5/4・5・11・12・18・19・25・26・全８回）開催しています。）
問合わせ：（一社）にぎわい創出機構OSHI ☎0567-26-5700
主催：津島市

参加無料
申込不要

日時：５月１日（水・祝）１０時～ 
会場：宝寿院（神明町2） 

日時：５月３日（金・祝）１４時～ 
会場：成信坊（本町1-41） 

護摩木（１本 300円）、お加持（１枚 500円）
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毎月０の日（10・20・30日）の「ツシマルシェ」が、
１６日間連続開催されます。地産野菜・手づくり
マルシェ・占いなどを是非お楽しみください。

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
形など風流（ふりゅう）が尽くされた祭礼といえます。
能人形、絵巻物等を展示するとともに祭礼の裏側や知られざる
行事を紹介します。 津島市教育委員会

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す。
写経・写仏や御朱印授与など、皆さまをお待ちしています。

地元本町一丁目の「トノ割会」が地産地消商品や五平餅の販売と
商工会議所青年部などが津島の優良特産推奨品の販売及び紹
介をします。お休み処としてもご利用ください。

 

 

日時：４月２０日（土）～５月５日（日・祝）１０時～１６時　
会場：津島神社 駐車場（神明町１）

日時：５月５日（日･祝）１０時～　※終了時間は会場寺院による １４時～１６時
参加寺院：蓮台寺・観音寺・龍渕寺・吉祥寺・照蓮坊・宝寿院

日時：４月２８日（日）・２９日（月・祝）１０時～１５時
会場：観光交流センター前（本町１- 52）、成信坊参道（本町１-４１）

日時：４月２９日（月・祝）１１時～1２時
会場：成信坊参道（本町１）

侍 前田利家ONDO・舞人 他

日時：４月２0日（土）～５月２６日（日）の土曜・日曜・祝日 １０時～１６時

会場：国指定重要文化財 堀田家住宅（南門前町１-２-1）

観覧料：一　　般 300円
　小中学生 100円

※5月6日以降は15時まで
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会場:津島市立図書館２階（老松町１-１）
○ 市民歴史講座１日目 ４月２０日（土） 
①１０時３０分～１２時　  
講師：園田俊介（津島市立図書館長）

②１３時～１４時３０分　
講師：石田泰弘（愛西市佐織公民館長）

③１４時３０分～１６時　
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） 

○ 市民歴史講座２日目 ４月２１日（日） 
①１０時３０分～１２時
講師：浅井厚視（前 津島市立南小学校長）

②１３時～１４時３０分
講師：松浦由起（豊田工業高等専門学校 教授） 

③１４時３０分～１６時
講師：黒田剛司（天王文化塾）

 

  

2
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日時：４月２７日（土）・２８日（日）１０時・１４時   
会場：渡邉家住宅（津島市本町３丁目）定員：各回１５名（予約優先）
入場料：1,000円（維持管理協力金300円を含む） 

 
 

問合・予約受付：090-1620-7655（ＮＰＯまちづくり津島事務局） 

日時：４月２８日（日）１３時～  
会場：観光交流センター（本町１- 52） 入場無料 

日時：５月３日（金・祝）１０時３０分・１３時３０分の２回公演　 ＊ご予約優先 
会場：吉祥寺「明日葉DOJO」（中野町７）、参加費；1000円、お茶セット有り；500円（希望者） 

お問合・ご予約：０５６７－２５－０５１８ 

日時：４月２１日（日）１６時開演  参加要予約 
会場：大崎会館（中地町３-２９） 協力金：500円（軽食付）

出演申込・問合せ：090-8151-6767（鶴見）４月15日まで 

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 
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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（本町１- 52）  入場無料 

日時：４月２７日（土）～４月３０日（火・休）１０時～１６時 
会場：観光交流センター（本町１- 52）  入場無料 

★ワンコイン体験会（500円）
予約・申込先（４月１日～）：観光交流センター☎ ０５６７‐２５‐２７０１

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（本町１- 52）  入場無料 

 

日時：４月２７日（土）～２９日（月・祝）１０時～１７時 
会場：カネ長（本町２- 23）  入場無料 

‘UTO UTO‘

日時：４月２０日（土）～５月６日（月・休）
会場：三木屋（津島市天王通2-20）出窓・茶房階段 

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（本町１- 52） 入場無料 
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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（本町２- 10）４月30日休業 

☆「蔵・まちあそび」～ワークショップと雑貨販売～

日 時：４月２９日（月・祝）呈茶時間１０時～１５時 随時 
会 場：戎徳呉服店敷地内「蔵Galleryつづら」（本町２- 10）
参加費：５００円（お茶＆お菓子）

申込・問合先： ０５６７－２８－１０６４ (神谷) 

日時：５月６日（月・休）＊予約優先 
＜午前の部＞１０～１２時 ＜午後の部＞１～３時 

会場：吉祥寺（中野町７）
参加費：1000円（薬膳粥・薬草茶付） 

お問合・ご予約：吉祥寺（０５６７－２５―０５１８） 

日時：４月３０日（火・休） ９時～１６時 
会場：成信坊（本町１- 41） 入場無料（念珠代別途）
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日時：５月３日（金・祝）１０時～１６時  
会場：瑞泉寺（舟戸町40）木戸銭：前売1200円 当日1500円 

問合せ先： ０９０-３２５６-０４３８（恒川）・０９０-２６１６-２４３５（井川）

日時：５月４日（土・祝）１３時３０分～１５時３０分 　会場：成信坊（本町１-41）木戸銭：500円  

日時：５月１日（水・祝）１１時～１５時 
会場：観光交流センター前（本町１- 52）
からくり＆お囃子披露：１１時・１４時

日時：５月２日（木・休

日時：５月２日（木・休）3日（金・祝）
会場：馬場町山車蔵開放（馬場町）１０時～15時

日時：５月４日（土・祝）
会場：天王川公園 特設ステージ 11時～14時
　　　津島神社 東門（神明町１）1５時

※ 天候等の状況により変更及び中止になる場合があります。

※ 天候等の状況により変更及び中止になる場合があります。

※ 天候等の状況により変更及び中止になる場合があります。

会場：天王川公園 特設ステージ １１時～１３時
　　　津島神社 南門・居森社（神明町１）１４時  
　　　津島神社 東門（神明町１）1５時
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センター

正楽寺

本住寺

龍渕寺

貞寿寺

寺

観音寺
白山社

蓮台寺 興禅寺

十王堂

弘浄寺

教津坊

蓮慶寺

八剣社

朝日町山車蔵

小中切山車蔵
大中切山車蔵

吉祥寺

弘法寺

吉祥寺神守町字上町35 勝林寺金柳町南脇13
弘盛寺越津町中之郷８２-１ 円成寺中一色町西訳１０１

神守･神島田地区
霊場寺院

寺

禅

催事会場 : 赤文字･● 凡例 宝寿院
霊場寺院 : 茶文字又は● 凡例 宝泉寺 ●

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

４月３０日 １３時３０分～１６時　　会場：興禅寺
・安田文吉講演会「愛知の民俗芸能　津島祭と花祭」
・民俗芸能　伊六万才「御殿の舞」

５月１日 １０時～　　会場：宝寿院
・厄除け護摩焚き

５月１日・２日 １０時～１６時　　会場：成信坊
・木喰仏「薬師如来」特別御開帳

５月２日 １０時～１６時　　会場：天王通り地蔵堂
・円空作「千体仏」特別御開帳

５月３日 １０時～１６時　　会場：興禅寺
・「牛頭天王像」特別御開帳

５月４日・５日 １1時～１5時　　会場：西光寺
・国指定重要文化財「地蔵菩薩像」特別御開帳

５月４日 １０時～　　会場：雲居寺
・戦国武将「服部小平太」記念法要

５月４日・５日 １０時～１６時 　スタート：津島駅構内
・謎解きゲームin 津島　～動物さがし編～

５月５日 １３時３０分～　　会場：常楽寺
・もくもく座「甚目寺説教源氏節」

５月５日 １０時～　　会場：妙延寺
・戦国武将「加藤清正」記念法要

５月５日 １０時～　　会場：蓮台寺など６ヶ寺
・津島でら寺巡り

《マルシェ》

４月２０日～５月５日 １０時～１６時　会場：津島神社駐車場
・ツシマルシェ　tsushiＭＡrche

４月２８日・２９日 １０時～１５時　会場：観光交流センター前
・トノ割茶屋　地産地消マルシェ



　中世以来、津島は伊勢と尾張をつなぐ湊町
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」といわれるほどでした。織田
信秀・信長親子にとって、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り、
信長は尾張国を統一し天下布武の階段を駆け上りました。
　尾張津島天王祭は、日本三大川まつりのひとつに数えられ、600年近
くの伝統を誇ります。平成28年12月には、待望のユネスコ無形文化遺
産に登録され、津島市の伝統文化の価値や魅力が高く評価されました。
また、津島の中心市街地は、津島固有の町家文化ともいうべきものが
今なお色濃く残り、風情ある空間を形成しています。
　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す。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ます。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回となります。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、パワーアップしました。

主催：（一社）津島市観光協会、ＮＰＯ法人まちづくり津島
後援：津島商工会議所、西尾張シーエーティーヴィ（株）  

信長の台所 津島
「まちあそび」

と
「まちんなか ざんまい」 

※イベントは都合により、予告なく中止・変更になることがあります。


