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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、読書奨励事業として、市民の柔軟な視線から企画され
るイベントや研修会の頻度内容を充実し、図書館の活
性化を図る。

・おはなし会 ・朗読会 ・季節催事 ・パネル展示

・職場体験 ・１日図書館員受入れ など

２、 図書館の持つ機能充実のほかに、地域の魅力を発掘
し育てる文化的事業を行う。

・市民歴史講座 ・地域の歴史に親しむ講座

・古文書講座 ・津島の歴史 ・古新聞展示

津島市立図書館の指定管理業務の充実

「みんなの図書館として親しまれ開かれた図書館」を目指
し、地域の情報センター、自ら学ぶ生涯学習の場として、
市民の生活向上・文化の発展に努める。



愛西市中央図書館の指定管理業務の受託

１ 愛西市中央図書館の指定管理業務を受託して１年が
経過した。読書奨励事業として、おはなし会、工作会、夏
休み子ども映画会、手作り切り紙紙芝居読み聞かせ会な
ど積極的に実施した。
２ 図書館の持つ機能充実のほかに、地域の魅力を発掘
し育てる歴史文化講座も３講座開催し、図書館の活性化
を図った。

7月8日 歴史文化講演会 5月21日 歴史まち歩き講座



平成２９年度
まちづくり事業報告

１、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する。

２、津島の祭礼が市民共有されるための事業を行う。

３、長期的視点からのまちづくり事業については、基

盤整備。基本的調査を実施する。



２９年度 まちづくり事業基本方針

1. 「ＮＰＯ法人まちづくり津島」でなければ、でき
ない歴史文化を活かした「まちづくり」事業を行
う。 （人的繋がり、良識・知恵、失敗体験）

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. 津島秋まつり（山車祭・石採祭）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、津島市観
光協会などの組織・団体と協働して実行する。



『信長の台所津島・まちあそび』

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、なんと
今年で１５回目。藤まつりに訪れ
た人々を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
ています。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
要な課題の一つです。
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市民歴史講座１日目 津島市立図書館
（津島市老松町1－1）市民歴史講座２日目

津島のお茶室を廻る 集合：宝泉寺 ⑬

弦 奏 会 宝泉寺 ⑬

青春歌謡コンサート 吉祥寺 ⑨

芸どころは津島ダヨ 津島神社参集所 ⑯

でら寺巡り×きまぐれ市 蓮台寺 他 ⑩

愛西の里フェスタ ふれあい ダンケ ⑪

トノ割茶屋 観光交流センター ③

煎茶を楽しむ 渡邉家住宅 ⑦

シーズンカフェ茶の間 カフェ茶の間 ⑤

つむぎまちクラフトビア 本町ラクザ ⑥

６時間マラソン落語会 瑞泉寺 ⑧

プチ電飾ワークショップ 吉祥寺 ⑨

着物リメイク 吉祥寺 ⑨

ＡＭＤ 念珠づくり 成信坊 ②

阿部繁弘ボールペン画 観光交流センター ③

わらもじ作品展 観光交流センター ③

和花まま展 観光交流センター ③

つしまアートスケープ 鈴木邸 ⑭

カリグラフィ Ｖol.13 カネ長 ④

うとうと展 Ｖol.17 カネ長 ④

古布で作った小物たち 吉祥寺 ⑨

境内展 小うつわの宴 瑞泉寺 ⑧

津島の山車 魅せます 津島神社居森社 ⑮

本の交換会 まちや再① ルミエ⑫

ハイキング津島上街道 集合：名鉄木田駅１０時

まちなかスタンプラリー 観光交流センター ③



2017「信長の台所 津島・まちあそび」
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《知る》 「市民歴史講座」
講師：安田文吉・石田泰弘・羽柴亜弥

黒田剛司・浅井厚視・園田俊介



津島上街道ひざくりげ -名鉄木田駅から津島まで歩く-



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 》

渡邉家住宅は1809年に上棟した数寄屋建築。渡邉家
にて、町屋公開と併せて春、夏、秋の催事を開催する。
テーマ：煎茶・抹茶・天王祭・町家しつらい

このイメージは、現在表示できません。



渡邉家《煎茶を楽しむ 》



渡邉家《津島天王祭展》

主な展示品： 『六十余州名所図会 尾張津島天王祭り』
『諸国名所百景 尾張 津島祭礼』・掛軸『津島天王祭』
『津島天王祭図団扇』・掛軸『津島祭 宵祭図・朝祭図』
掛軸『津島祭り』 ・『尾張国津島祭礼図巻』



第５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



津島山車祭商品開発

観光客の土産品、山車祭関係者の記念品としてオリジナ
ルの山車祭扇子を製作した。山車祭の半纏と山車祭風
景（画 皆戸正幸氏）を両面デザインした。製作数：２５０本



「東日本大震災 被災と復興と」写真展と講演会
講師：木下繁喜氏 東海新報社元取締役事業局長

目的：
2011年3月11日、東日本大震災発生。襲来した大津波は
多数の命を奪い街を根こそぎにした。この災害の体験と教
訓を伝える。
（１）愛西市中央図書館

写真パネル展：平成２９年９月１６日（土）～２３日（土）
講演会：平成２９年９月２３日（土）１３時３０分～１６時
参加者数：パネル展 ９５名、講演会 ４６名

（２）津島市立図書館
写真パネル展：平成２９年９月２４日（日）～１０月１日（日）

講演会：平成２９年９月２４日（日）１０時～１２時
参加者数：パネル展 １４１名、講演会 ４７名





『津島まちなか古寺社案内』発刊
～海部津島郷土研究 第３号～

目的

おもてなしコンシェルジュ、ボランティアガ
イドが活躍している。津島の歴史文化ゾー
ンをガイドするときの教本として、また市
民・観光客の散策の手引き書として、中心
市街地にある古寺社の由緒・文化財など
について紹介する冊子を発刊した。

成果
（１）津島市観光協会よりガイドボランティア会、コンシェルジュ会に
寄贈し、会員の知識向上に役立てた。市内小中学校にも寄贈。
（２）まちなか歴史・文化地区に名所旧跡を案内する道標や解説板
の設置と本書の活用により、まちなかを巡るのに利便性が向上。
（３）津島の観光案内にも歴史文化を活かしたまちづくりにも寄与。



他団体・組織とのまちづくり事業協働の推進

津島市「まちあそび事業」、津島商工会議所「信長の
台所歴史検定事業」、津島市観光協会「おもてなし事
業」、津島山車保存会「祭り商品開発・祭振興事業」と
積極的に協働し、まちづくり事業の活性化を図った。

愛西市の各種団体とのネットワーク構築

愛西市中央図書館を拠点とした「歴史文化を活かした
まちづくり」事業を展開していくため、各種団体とのネッ
トワークを構築し、愛西市のまちづくり、図書館の業務
などについて協働する計画であったが、まちづくり団体
とのネットワーク構築・協働事業は未達であった。



NO 事 業 名
ＮＰＯ支出

（千円）

1 第１５回信長の台所津島・まちあそび 358

2 渡邉家住宅利活用 「尾張津島天王祭展」等 14

3 津島のおもてなし「夏 六百年 観る 聞く 知る 天王祭」 300

4 津島山車祭「扇子」開発、天王祭商品販売 △45

5 「東日本大震災 被災と復興と」写真展と講演会 165

6 『 津島まちなか古寺社案内 』発刊 122

7 カネ長の利活用 117

8 他団体・組織とのまちづくり事業協働の推進 189

9 愛西市中央図書館事業 機器整備と文化講座 312

10 「ＷＥ ＬＯＶＥ 津島」写真コンテスト 他 73

11 愛西市の各種団体とのネットワーク構築 -

合 計 1,605

平成２９年度まちづくり事業一覧



平成３０年度事業計画



(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、大規模コンサート、お茶会、子育て支援、
文化講演会など各種イベントを実施予定。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
る催事の実施。

(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

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



30年度 まちづくり事業基本方針

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する。

3. 津島の「まつり」の集客力を高める事業を行う。

藤まつり、尾張津島天王祭、津島秋まつり、開扉祭等

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する。



平成３０年度まちづくり事業予算
ＮＯ 事 業 項 目 区分 支出 備考

1 平成30年信長の台所津島・まちあそび （２） 420 
市：650

観光協会300 

2 第６回尾張津島天王祭おもてなしイベント （３） 300 
実行委員会

方式

3 尾張津島お月見灯路 （１） 450 
実行委員会

方式

4 『愛西市歴史写真集』発刊 （１） 630 売上200 

5 渡邉家住宅の利活用 （１） 50 

6 津島山車祭のお囃子演奏会 （１） 100 

7 カネ長の利活用 （１） 300 
賃貸収入

200 

8 他団体・組織とのまちづくり事業協働推進 （１） 50 

9 愛西市の各種団体とのネットワーク構築 （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



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（金・祝）
『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』



４月２９日：観光交流センター前
５月３日：津島神社 南参道

『津島のお茶室を廻る』

４月２９日 宝泉寺書院⇒渡邉家涵月楼

『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- 』

４月３０日 名鉄「須ケ口駅」南口前
⇒津島市観光交流センター

『津島の山車 魅せます』



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」
趣旨
平成28 年秋にユネスコ無形文化遺産に登録されました。これを契
機として、一昨年・昨年に続き、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と思います。
（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芸能
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伝統文化の
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。

開催日時
平成３０年７月２８日（土）13:00～21:00（小雨決行）



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・演舞・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

地域物産等の販売とフリーマーケット（８０店舗）

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



『愛西市歴史写真集』発刊



市指定文化財 町家で楽しむ
♫ 蓄音機コンサート ♫
平成30年６月９日(土)午後1時・3時
＆ 10日(日)午前10時
入場料：1000円（お抹茶・菓子）
定 員：各回16名（予約優先）

☆曲目
《ジャズ》グッドバイ、スターダスト、オパス No.１ 他
《歌謡曲》有楽町で逢いましょう、別れのブルース 他
《タンゴ》夢のタンゴ、ノスタルヒアス、ラ・クンパルシータ 他
「津島市民歌」1952年 市制5周年記念
☆蓄音機 ＥＭＧ ＭａｒｋⅨ 1932年イギリス製
エリス・マイケル・ジンがＥＭＧ社の特定の音楽ファンにのみ製造販売し
た名機です。

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 》



尾張津島お月見灯路
目的 霊場巡りが始まりおよそ1年が経過した。更なる
盛りあげの協働事業として、今年お月見の時期に津島霊
場会の寺院をはじめ市内の歴史的文化遺産やまち並み
などを、情緒豊かな陰影のある露地行灯をはじめ「灯り」
をテーマに演出し、思わず歩きたくなる路をより多くの人
に楽しんでいただく。そして、今後も継続することで津島
の夜の新たな風物詩を目指す。



日時 平成３０年１０月１９日（金）～２１日（日）
場所 津島霊場会寺院境内、津島神社、

津島神社南参道、祢宜町界隈、池麩町界隈
主管 尾張津島「お月見灯路」実行委員会
共催 津島霊場会、ＮＰＯ法人まちづくり津島

検討イベント
渡辺家住宅 お茶会・イサムノグチAKARI展示
津島神社楼門プロジェクションマッピングによる灯り演出
愛西市立図書館・津島市立図書館との連動イベント
津島霊場会寺院境内・町内での独自イベント
地域コミュニティによる地域イベント
地元飲食店、キッチンカー誘致による飲食ブース



尾張津島お月見灯籠事業
協賛のお願い

事業予算

《支出》 １，３５０，０００円

《収入》

・ＮＰＯ法人まちづくり津島拠出金 ４５０，０００円

・各種団体・企業協賛金 ９００，０００円



平成30年度も

市民主体のまちづくり事業を

実施していきますので、

宜しくお願い申し上げます。


