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● 串カツ  ● 焼き鳥 　● 珈　琲   
● ロールケーキ  ● 凍りいちご
● かき氷  ● もちもちポテト  
● フランクフルト  ● たこ焼き
● どら焼き  ● バーガー  
● アイドルグッズ　● 手作り雑貨

天王祭会場

おもてなし会場

おもてなし市場

／
PM.４：00～7：30 PM.3：00～8：00

PM.4：00～6：30

①津島神社（天王祭の説明）
②本町筋（町屋･稚児門）

PM.3：00～8：00

天王通り2～5丁目
津島神社東門227 土と　き ところ

天王祭
見どころ紹介

●①

●②
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ○○○○各地点でガイドによる

天王祭のみどころ説明

本町筋  
（町屋･稚児門）

（天王祭の説明）

エフエムななみエフエムななみ ライブ放送ライブ放送

夏 六百年
観る 聞く 知る天王祭「 」

天王祭
おもてなし
イベント

●おもてなし市場■パフォーマンス

津
島
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※ 出演団体及び出演時間等については変更になる場合があります

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

問合せ　津島商工会議所　電話０５６７－２８－２８００協 賛  ヨシヅヤ　後 援  津島市教育委員会
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● 秋まつり山車お囃子
　（津島山車保存会 北町車）

● 笑” 
　（よさこい優勝チーム） 

● 笑” 
　（よさこい優勝チーム） 

● 美鶴会
　（琴）

● 侍 前田利家ONDO 舞人
　（どまつりチーム）

● 中北連　中北薬品
　（阿波踊り）

● 中北連　中北薬品
　（阿波踊り）● リズムエクスプレス

　（ダンス）

● 侍 前田利家ONDO 舞人
　（どまつりチーム）

● 守破離
　（どまつりチーム）

● 守破離
　（どまつりチーム）

● 中北連　中北薬品
　（阿波踊り）
● U-Kids［ユーキッズ］
　（ストリート・ダンス）  

● ハウオリ・オハナ・フラ・ハーラウ
　（フラ・ダンス）

● 天王祭ライブ上映
　

津
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津島商工会議所
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認定認定　 商品商品
所所所津津津津津島商工会津津島島商工商工会工会議会議所所議所

送

第５回 尾張津島天王祭おもてなしイベント
「夏 六百年　観る 聞く 知る 天王祭」

平成２９年７月２２日㈯
   午後 3時から午後９時

天王通り2～5丁目・津島神社東門

共　　催　　

協力団体

協　　賛 ヨシヅヤ　 後　　援 津島市教育委員会

津島神社崇敬会、尾張津島天王祭協賛会、津島商工会議所青年部、津島商工会議所女性会、
津島ガイドボランティア、津島おもてなしコンシェルジュ、ツシマルシェ、
空き屋まるごとプロジェクト、津島市商店街連合会、市職員有志、

尾張津島天王祭おもてなし実行委員会

　尾張津島天王祭の宵祭は開催時間が午後8時以降からであるため、
宵祭の夕方に前座的イベントとして、昨年に引き続き開催した。尾張津
島天王祭の観光客に対し活用する地域資源は、伝統芸能などがある
が、津島を良くしたいという思いで参画したボランティア市民・団体と
天王通りの店舗なども重要な地域資源である。
　そこで地域資源として新たに天王通りの商店街を取り上げ、ユネスコ
無形文化遺産をPRする提灯によるライトアップし、祭りに訪れた観光
客に滞在時間を延長できる要素を持たせた「夏 六百 観る 聞く 知る 
天王祭」津島のおもてなしを企画した。
　協力団体や参加団体との数回の全体打ち合わせを通じ、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、地域活性化の繋が
りができ、それに伴い市民のまちづくり意識向上に繋がった。
　本年も、数時間ではあったがおもてなし市場をとして、空き店舗や空
地・駐車場を利用した商品販売ブース出展と既存店の営業時間の延長
やトイレ協力を得て、町の賑わいを生み、天王祭を活かした町の活性化
に繋げる機会となった。
・来場者　約 35,000人　天王祭観光客含む　
・特設舞台イベント　出演団体９団体　出演者４５０名程
・名鉄沿線ハイキング開催　参加者 約1,600人
・クローバーＴＶとエフエムななみによるLIVE 放送
・会場内にてパブリックビューイングにて祭り等 LIVE 放映
・８団体の協力により運営
・協賛　ヨシヅヤ（飲料水 360 本）天王通駐車場占有
・協力　お寺 本堂・駐車場 等 ２０箇所借用

企画１．舞台イベント・路上パフォーマンス（午後4時～午後7時 30 分）　

出店場所
ヨシヅヤ駐車場
天王通り４ 空き地
いちい信金天王通
伊藤金物P
カネ長
鈴木生花店P
大倉屋
シミズ洋装店
ECOパーク
カーム（天王通り４）
らく楽菓子舗　他

点灯日時　７月９日㈰～２２日㈯
  　　１８時～２３時
場　　所　天王通１から6丁目
  ヨシヅヤ駐車場
1１箇所　各20 個　計 2２0 個

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

神社 天王祭模型 
バス観光客及び
名鉄ハイキング等
約1,500名見学
本町筋については
10名程度

商品券商品券
おもてなしおもてなし

100円 平成29年7月22日

取扱店のみ

取扱店のみ

取扱店のみ

１5：００～２０：００有効
期限

商品券商品券

おもてなしおもてなし

平成29年7月22日
１5：００～２０：００

プレミアム

抽 選 券 有効期限

尾張津島天王祭おもてなし実行委員会

尾張津島天王祭おもてなし実行委員会

商品券商品券
おもてなしおもてなし

100円 平成29年7月22日
１5：００～２０：００有効

期限
尾張津島天王祭おもてなし実行委員会

商品券商品券
おもてなしおもてなし

100円 平成29年7月22日
１5：００～２０：００有効

期限
尾張津島天王祭おもてなし実行委員会

№１７０００１

№１７０００１

№１７０００１

№１７０００１

販売数285枚　既存店のおもてなし商品券取扱店16店舗
出展数 69店舗（91ブース）

日本の伝統文化芸能・ダンス・など　9団体　約4５0名出演
イトウ写真館特設舞台
尾張津島秋まつりお囃子（和太鼓） 
美鶴会・津島東高　（琴） 
リズムエクスプレス（ジャズダンス） 

ヨシヅヤ駐車場・天王通り４
侍　前田利家ONDO･舞人（どまつり）
中北連（阿波踊り）
U-Kidsダンススクール（ジャズ・ストリート）
守破離（どまつり）
ハウオリ・オハナ・フラ・ハーラウ（ハワイアンダンス）

津島神社東門 境内
笑”（じょう）（どまつり）

イトウ写真館駐車場 特設舞台・ヨシヅヤ駐車場（天王通５）・天王通り４・津島神社東門 境内

企画２ 天王祭見どころ紹介
（午後４時～午後６時30分）
津島神社・本町筋

（午後３時～午後９時）

企画３ 献灯提灯の点灯

企画４ おもてなし市場
空き/店舗や駐車場を利用したフリーマーケット
おもてなし商品券の販売


