
■道の駅 立田ふれあいの里 イベント情報 （愛西市） 

★12月臨時営業のお知らせ  

平成 30年 12月 27日（木） 午前 9時～午後 6時     

平成 30年 12月 31日（月） 午前 9時～正午 

                        （直産コーナーのみ） 
 
<１月イベント> 

  「新年お年玉大抽選会」 

    当日お買上げ頂いた方のみを対象とした「お年玉大抽選会」を開催。お買上げ

1,000円で抽選を１本引くことが出来ます。 
   
＊日 時  平成 31年 1月 19日（土）、20（日） （両日とも午前 9時～午後 2時まで） 

＊場 所  道の駅 立田ふれあいの里（愛西市森川町井桁西 27） 

名鉄「佐屋駅」から徒歩 30分（駐車場あり） 
 

 ★各日 1，200本限り  無くなり次第終了 
 
＊問合せ  （0567）24－1010  道の駅立田ふれあいの里運営連絡協議会 
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■定納（じょうの）白山神社 定納元服・オビシャ （愛西市） 

約 300年前に始まった、満 15歳を迎えた若者の元服を祝う祭りです。 

白山神社の境内に作られた約 5 メートルもの櫓からもち投げをし、

元服者が櫓の上へ登り度胸試しをすることで、この日から一人前の男

子として認められます。 
 

＊日 時 平成 31年 2月 10日（日） 午後 2時頃から「神事」 

午後 3時頃から「もち投げ」（雨天時変更あり） 

＊場 所 白山神社（愛西市二子町松原 8） 

名鉄尾西線「六輪駅」から徒歩 30分（駐車場なし） 

＊問合せ （0567）55－7137  愛西市教育委員会生涯学習課 

 

■勝幡オコワ祭 （愛西市） 

勝幡神社の春の大祭で、供物のひとつに樽詰めのオコワイ(強飯)が

あることから「オコワ祭」と呼ばれています。神様の食事を地域に住

む人々が一緒に食べ幸福を分け合うという意味があります。 

 オコワ樽の入ったコモを交代で石にぶつけてお餅にし、皆で取り合

って食べます。 
  
＊日 時 平成 31年 3月 10日（日） 午前 9時 30分頃から「神事」 

＊場 所 勝幡神社（愛西市勝幡町大縄場 2820） 

       名鉄津島線「勝幡駅」から西へ徒歩 5分(駐車場なし) 

＊問合せ （0567）55－7137  愛西市教育委員会生涯学習課 

 

■津島神社 開扉（おみと）祭 （津島市） 

開扉（おみと）祭は、700年以上の歴史があり、津島神社で天王祭に

次ぐ重要な祭礼です。他に類を見ない、長さ約 10m、太さ約 1mの葭（よ

し）で作られた 2本の大松明を、19時 30分に社務所前から東大鳥居に

移して点火します。この大松明を消防団員 50名で担いで東境内を練り、

楼門に一斉に突入して拝殿前に整列し、その間を神職が本殿に進み、

松明の明かりの中、神事を行います。 

祭典中に燃やされた松明の燃え残りは、昔から「雷除」「歯痛止」「田

の虫除」にご利益があると信仰され、今でも参拝者は争って持ち帰り

ます。 
  

＊日  時 平成 31年 3月 7日（木） 
        午後 7時 30分～ 
＊場  所 津島神社 

名鉄津島線「津島駅」から 
徒歩 15分 

＊問合せ （0567）26－3216 
 津島神社 

 

■みんなおいでよ！巨大かるた大会 （あま市） 

手作りの「巨大かるた」を使ってのかるた大会です。七宝焼アート

ヴィレッジの芝生広場を走り回ってかるたをゲットしましょう。 

かるた大会終了後には、お楽しみ企画もあります。 

12月 22日(土)に開催する「かるた作り」参加者も募集します。 
 

 
＊日 時 平成 31年 1月 5日（土）  

午前 10時～正午 

（雨天の場合は翌日） 

＊場 所 あま市七宝焼アートヴィレッジ 

（駐車場あり） 

＊対象 ５歳以上（幼児は保護者同伴） 

＊問合せ （052）443－7588  

      あま市七宝焼アートヴィレッジ  

 

 

■日置（へき）八幡宮 管粥(くだがゆ) （愛西市） 

大鍋にヨシを入れて赤飯といっしょに炊き、ヨシの中に入った米粒などの量で

その年の豊凶を占うもので、15世紀から今日まで続いています。 
 

＊日 時 平成 31年 2月 19日（火） 午前 7時～  （旧正月 15日） 

＊場 所 日置八幡宮（愛西市日置町本郷 94） 

名鉄尾西線「日比野駅」から徒歩 10分 

＊問合せ （0567）55－7137  愛西市教育委員会生涯学習課 

■下之森オコワ祭 （あま市） 

七宝町下之森八幡神社で行われる神事。供物の一つであるお櫃に詰

めたオコワを、厄年の人が中心となり境内の石に叩きつけ、餅状にな

ったものを皆で取り合って食べます。 

 あま市指定無形民俗文化財に指定 

されています。 

＊日 時 平成 31年 2月 11日（月・祝） 
＊場 所 下之森八幡神社 

（あま市七宝町下之森屋敷） 
伊福バス停徒歩 5分 
（駐車場なし） 

＊問合せ （052）442－8522 
美和歴史民俗資料館（水・木休み） 

■出逢い・ふれ逢い第５回あいさいフェスティバル （愛西市） 
 

★抽選で 50名様に豪華プレゼント★ 

（9:30より受付にて先着 350名様に抽選券を配布） 
 

＊日   時 平成 31年 1月 27日（日）午前 9時 30分～午後 3時 30分 

＊場   所 愛西市文化会館 

＊内   容 9:40～ オープニング 和太鼓披露（和鼓） 

10:00～ 記念式典（感謝状の贈呈） 

        10:30～ 市江保育園による発表 

        11:00～ 愛妻カラオケ大会 

        12:00～ 日本空手道 晋武会 空手演武 

        13:30～ BIRTH ファミリーコンサート 

        14:20～ 旭堂 鱗林による講談 

        15:00～ 抽選会 
 

～津島祭礼図屏風特別展示・呈茶・グルメ・即売会等盛り沢山の内容で 

皆様のご来場をおまちしております～ 
 

＊問 合 せ  （0567）55－9993 愛西市観光協会    

■あま市商工会イルミネーションフェスタｉｎあま 2018（あま市） 

「～天空のファンタジア～」 
 

 平成 30 年 11 月 24 日（土）午後 5 時からの点灯式では飲食ブースや

パレードもあります。 

＊期 間 平成 30年 11月 24日（土） 

～平成 31年 1月 3日（木） 

午後 5時～午後 10時 

＊場 所 あま市美和文化会館  

文化の杜 

（駐車場あり） 

＊問合せ （052）442－8831 

あま市商工会事務局 
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■第２回とびしマルシェ（飛島村） 

昨年度、飛島村観光交流協会設立記念イベントとして開催した「とびしマル

シェ」を、今年度は飛島村観光交流協会主催イベントとして開催します。当日

は村内の飲食店をはじめ、様々な商店が出店する予定です。ステージ企画も予

定していますので、ぜひ、お越しください。 

＊日 に ち  平成 31年 3月 24日（日） 

＊場   所  飛島村役場及び飛島村中央公民館付近  

          ・近鉄蟹江駅から飛島バスで約 20分 

           「飛島村役場」下車 

＊問合せ  飛島村観光交流協会事務局 
      （飛島村総務部企画課） 
       （0567）97－3462 
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■蟹江町地蔵寺の節分会（星祭り）（蟹江町） 

蟹江町蟹江新町の地蔵寺では、2月 3日（日）に本尊「地蔵菩薩像」

の前で般若心経を唱えて護摩を焚き、邪気（鬼）を追い払う節分会（星

祭り）が行われます。 

祈祷の後、信者が赤い法被にねじり鉢巻き、日の丸の扇を持って音
頭をとり、「福は内、鬼は外」と恵方と参拝者に向かって、声高らかに
福豆（炒り大豆）をまきます。お詣りして豆まきを体験してください。 
厄年の人と参拝者も、午前 9時から午後 3時まで、何度も豆をまき

ます。 
 

＊日 時 平成 31年 2月 3日（日）  午前 9時～午後 3時 

＊場 所 浮島山天長院地蔵寺（蟹江町大字蟹江新町字上之割 31） 

（駐車場あり） 

・JR・近鉄蟹江駅より徒歩約 15分 

・蟹江町お散歩バスオレンジコース 

まちなか交流センター下車徒歩 5分 

＊問合せ （0567）95－3441 地蔵寺 
 

■毎月第３土曜日は蟹江町マルシェの日(蟹江町)  
蟹江町観光交流センター祭人では、毎月第３土曜日の午前１０時か

ら午後４時まで蟹江町マルシェを開催しています。蟹江町にカニがや

ってくる！のキャッチフレーズのカニの販売（兵庫県香美町）や地元

の特産品白いちじくを使ったスイーツ、季節の素材を使ったお弁当や

お惣菜も販売しています。出展者様も募集中！ぜひお越しください。 

＊日  時 平成 30年 12月 15日（土）午前 10時～午後 4時   
毎月第３土曜日開催 

＊場  所 蟹江町観光交流センター祭人   

駐車場あり（徒歩５分）  

・東           ･東名阪道蟹江ＩＣから車で約５分 

・ＪＲ蟹江駅から徒歩１４分 

・蟹江町お散歩バスオレンジコース  

観光交流センター祭人下車 

＊問合せ  （0567）58-3310 蟹江町観光交流センター祭人     

    ＵＲＬ：http://saito-kanie.jp  E-mail :saito@funai-as.co.jp  

■地蔵寺の火渡り仏事 （蟹江町） 

毎年 12月 6日に、蟹江町蟹江新町にある「地蔵寺」では火渡り仏事が行

われています。 

この仏事は、午前に地蔵寺の本尊「火伏せ地蔵菩薩」の前で、ご住職が

護摩を焚き、火難消除と家内安全を祈願する仏事が行われ、午後は、白鉢

巻に白装束の行者さんが、境内でうず高く積まれた護摩木を焚きます。焔

が鎮まりかけた頃、行者さんが素足で残り火の上を御弊を捧げて渡ると、

境内で順番待ちをしていた人々が一人ずつお札を受け、無病息災と防災を

祈りながら足早に火渡りを行うというものです。この火を渡れば、一切の

罪過・災難が除かれ福徳寿命が授かると信じられています。地域に伝わる

火伏せ行事、伝統文化として大切にしたいものです。 
 
 

＊場 所 浮島山天長院地蔵寺 

（蟹江町大字蟹江新町字上之割 31）駐車場あり 

・JR・近鉄蟹江駅より徒歩約 15分  

・蟹江町お散歩バスオレンジコース 

まちなか交流センター下車徒歩５分 

＊問合せ （0567）95－3441 地蔵寺 

■佐屋川寒鮒釣り （蟹江町） 

「水郷かにえ」を流れる佐屋川の寒鮒釣りシーズンの到来です。全

国から釣り自慢が集まります。釣り大会など憩いの場やスポーツ趣向

としても好評です。浮木の動き、竿のたわみ、銀色に輝く寒鮒をお楽

しみいただけます。近くには、「足湯かにえの郷」や「尾張温泉」、旅

館などがあり名古屋の奥座敷です。 
 

＊日  時  毎日午前 7時～午後 4時 

＊場  所  尾張温泉前、佐屋川創郷公園付近 

＊釣り料金  1,000円～1,500円 

＊連絡先  （0567）95－2279・（0567）95－6254 

         ㈱佐屋川養漁場 

■きらきらイルミネーション 2018 （大治町） 

馬島地区（大治役場前バス停前）東条地区（東条バス停）をイルミネーショ

ンでライトアップします。町民、企業の協賛により大治町をキラキラと照らす

イルミネーションイベントです。今年は点灯式（11/25 PM4:30）に「よさこ

い踊りチーム」「大治太鼓」が出演。子供たちへのプレゼントもあります。 

＊期 間  平成 30年 11月 25日(日) 

～平成 31年 1月 31日（木） 

＊場 所  大治町馬島地区(JA海部東大治)、 

東条地区  駐車場なし 

名鉄バス・名古屋市バス 

大治役場前下車 

＊問合せ （052）443－3567 

ＮＰＯ法人元気大治まちづくり事務局 

（山田） 
 

 

■蟹江の鳴動式（かまなり）神事 （蟹江町） 

蟹江町今地区にある観音寺の隣地、秋葉三尺坊大権現で、12月 23日(日・

祝)午後５時から鳴動式（かまなり）神事が行われます。 

五穀豊穣と家内安全・無病息災を祈る伝統神事です。夕刻から拝殿で護摩

木を炊き、火伏せの祈祷の後でコンロに蒸籠を乗せて玄米を入れ、九字を切

ると「ボーボー」と釜がなります。蒸しあがった供米は参拝者にふるまわれ

ます。五穀豊穣と家内安全・無病息災を祈る伝統の神事です。これは隔年行

事で来年は「火渡り神事」が１２月に行われます。 
 

＊日 時 平成 30年 12月 23日（日・祝） 

  午後 5時～               画像あり 

＊場 所 秋葉三尺坊大権現 

（蟹江町今西１丁目(駐車場なし)） 

＊問合せ （0567）95－4616 後藤 
 

■やとみ金魚イルミネーション点灯式（弥富市） 

 弥富の小中学生と力を合わせて作った金魚の形をしたペットボトルイル

ミネーションの点灯式を行います。みんなでカウントダウンをして、点灯式

を盛り上げましょう！ 

＊日 時  平成 30年 12月 21日（金） 

 午後 5時から 

＊場 所  近鉄弥富駅南口 ロータリー隣 ポケットパーク 

       （近鉄弥富駅隣接になります） 
＊問合せ （0567）67－5333 

 やとみスイートハートプロジェクト事務局 
 

 

 

 

 

 

行事についての詳細はそれぞれのお問い合わせ先にご確認ください。 

 

■龍照院節分会・星祭り （蟹江町） 

 蟹江町須成の龍照院では、無病息災を祈る行事「厄を祓う星祭り」が行われ
ます。本尊・国指定重要文化財「十一面観世音菩薩立像」の本堂で、恒例の「大
護摩供養」や「般若心経」が修された後、厄年や信者の方々が年男となって、
「福は内！」と唱えて、厄除け、追難の豆をまきます。追われた鬼は今までの
悪行を改心し、すっかり「良い鬼」になるそうです。 
 節分前から大護摩供養の護摩木に「名前・生年月日」を書いて、お寺に奉納
することができます。なお、節分には自分の年より豆を一粒多く食べて、厄を
祓う慣わしだそうです。 
ぜんざいやお供え物が振舞われます。 

 
＊日 時 平成 31年 2月 3日（日） 
       午前 10時～正午 
＊場 所 蟹江山常楽寺龍照院 駐車場あり            

（蟹江町大字須成字門屋敷上 1364） 

・JR蟹江駅より徒歩約 15分 

・蟹江町お散歩バスオレンジコース 

龍照院東下車 
＊問合せ（0567）95－2917 龍照院   

海部地域観光ネットワーク協議会ＨＰへ！！ 

http://amakankonetwoak.com/kankojoho/   
 

http://amakankonetwoak.com/kankojoho/

