
コース 武豊町 平成31年2月24日（日）

武豊線今昔物語
JR武豊線で巡るぶらり旅

ボランティアガイドと巡るぶらり旅（半日コース）
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おすすめポイント

集合場所・時間：武豊駅前　8:45～9:00　　募集人員：30名
コース：武豊駅（9:00スタート）→武雄神社→中定商店・伝承館→
　　   転車台→地域交流センター（まちの駅 味の蔵たけとよ）→
　　   里中味噌蔵散策→武豊駅（11:30ゴール予定）

①武豊線開通以来、人 の々暮らし、産業の移り変わりを見てきた武豊駅から、発見・
　再発見のまち歩きがスタートです。途中の転車台は武豊駅の移転、武豊線の
　ディーゼル化などの歴史を今に伝えています。

②武雄神社は奈良時代以前に創建されたといわれ、「武豊」の町名の由来にも
　なっています。主祭神は須佐之男命です。

③醸造業が盛んな知多半島、なかでも武豊は、豆味噌とたまりの伝統的な製法を
　守り抜いている蔵があります。小迎地区の中定商店、里中地区の丸又商店、
　カクトウ醸造、伊藤商店、南蔵商店･･･武豊の風土から生まれたうまみが自慢です。

①半田駅前には、農業・商業・工業の半田はじめて物語があります。

②半田屈指の旧家の一つ中埜半六家10代目が別荘として建てた、
　西洋住宅「旧中埜家住宅」は、11月3日（土・祝）、4日（日）は建物内部も公開中です。

③江戸から明治へと半田の産業の基盤となった海運業・醸造業の変遷を
　紺屋海道から半田運河散策で辿ります。

④中埜半六家の本宅があった旧中埜半六邸は、半田運河周辺を訪れる方 の々
　憩いの場です。

コース 半田市 平成30年11月3日（土）

おすすめポイント

集合場所・時間：半田駅前　8:45～9:00　　　 募集人員：30名
コース：半田駅前（9:00スタート）→旧中埜家住宅（国重要文化財）→
　　   紺屋海道→半田運河→旧中埜半六邸→半田駅（11:00ゴール予定）

①入海神社境内には、国の史跡に指定されている縄文時代の入海貝塚があります。

②了願寺があった場所は、小牧・長久手の戦いで名をはせた徳川家康の家臣永井直勝の
　生誕地といわれ、永井家の墓があります。

③越境寺の境内にはキリシタン灯篭と呼ばれる石灯篭があります。

④善導寺は徳川家康の生母於大の方が自分の菩提寺としてお参りをしました。

⑤緒川城址は、水野家の居城跡で於大の方の生誕地でもあります。

⑥地蔵院は、水野家二代目の奥方が子供を授かるようにお参りし授かったと
　言われています。

コース 東浦町 平成30年12月8日（土）

おすすめポイント

集合場所・時間：緒川駅前　9:45～10:00　　募集人員：30名
コース：緒川駅（10:00スタート）→入海神社→了願寺→越境寺→善導寺→
　　　緒川城址→地蔵院→札木の辻→緒川駅（11:30ゴール予定）

①大倉公園【日本陶器（現㈱ノリタケカンパニーリミテド）初代社長大倉和親氏の別荘として建てられました】
　では、「大府盆梅展」を開催中。現存する戦時中の「防空壕」も見学できます。

②大府観音は、不幸続きをお祓いでなくした由緒ある「観世音菩薩」です。

③知多四国霊場四番札所の延命寺は、鎌倉時代創建といわれる天台宗の寺院で、山門の左右には仁王像があります。

④青木塚は、石ヶ瀬川の戦いで自刀した武将（青木某）を供養しています。

⑤味三昧「みかど」で、大府特産の木の山芋ランチ（1,100円）を食べながら、畑のうなぎと呼ばれる大府特産
　「木の山芋」を紹介させていただきます。

コース 大府市 平成31年2月16日（土）

おすすめポイント

集合場所・時間：大府駅東口　9:45～10:00　　募集人員：30名
コース：大府駅東口（10:00スタート）→大倉公園（防空壕も見学）→大府観音
　　　→延命寺→青木塚→味三昧「みかど」（11:30ゴール予定）

交通アクセス

明治・大正・昭和・平成と移り変わる中で、始発・終着
駅ならではの姿が無人駅になった今も各所に残ります。
知多半島の産業の発展を武豊港とともに支えてきた
武豊線の地道な姿がこの駅周辺には今もあります。

昭和8年駅員のいない簡易駅として設置され、
沿線の工場誘致・大規模商業施設の開設などの
移り変わりを見守ってきました。

武豊線開通時より中心駅として現在まで続いていま
す。半田赤レンガ建物で製造されていたカブトビール
はこの駅から貨物輸送されていました。駅構内・周辺
には、跨線橋、油庫、知多酪農発祥の地の碑などが
歴史を伝えています。

3月下旬に開催される「乙川祭」は、山車が繰り
出る春まつりのトップバッターで駅前の乙川八
幡社は大賑わいとなります。駅のホームの桜は
見ごたえがあり春の車窓の楽しみです。

開業当初の姿を残す駅舎は、現役としては最古の駅
舎で、駅舎内の建物資産標には「M19年1月」と記され
ています。毎年5月3日・4日に開催される亀崎潮干祭
（ユネスコ無形文化遺産）は神前神社の祭礼で、10月
下旬には棧掛祭が行われます。

北の森岡から南の藤江まで５つの集落（旧村）が
１列に並んでいる東浦町の中間になります。衣浦
臨海鉄道碧南線はこの駅から分岐します。駅舎前は
ロータリーになっており、幹線の商店街との調和が
はかられています。

現在ある10駅のなかでは、昭和32年に開業した新し
い駅です。駅西側は、昭和の頃に大型の県営団地が
開発され、平成に入り住宅開発がされましたが、東側
は開業当時と変わらない田園風景があります。

かつて緒川には入り江があり、武豊線建設資材を船
で運ぶのに活躍したという記録が残ります。平成7年
に緒川駅周辺が全面立体化されました。四季折々の
花が楽しめる於大公園、八重桜が６００本あまり咲く
於大のみちの最寄駅です。

東浦町内の駅は130余年の間に開設、廃止を幾度と
なく繰り返しています。この駅もそうした歩みをしていま
すが、駅周辺には田園が多く、昭和32年の再開業以
来最も姿をかえていない沿線風景があり、村木砦の
最寄駅です。

ボランティアガイドと巡るぶらり旅（半日コース）
定　　員： 各コース30名
参  加  費： 100円（保険代） 昼食が設定されているコースは別途実費を集めさせていただきます。
申込締切： 先着順（各コース催行日の3日前） 定員に達した場合は、ホームページhttps://tabichita.comでお知らせします。
申  込  先： 知多半島観光圏協議会 事業推進事務所　愛知県半田市東洋町1－8　アイプラザ半田内
　　　　   TEL 0569-47-8588　FAX 0569-22-4321　E-mail info@tabichita.com

申
込
方
法

小雨決行
各駅
停車の武豊線を巡り、魅力を再発見してみよう！

愛知デスティネーションキャンペーン開催中！
2018年12月31日（月）まで
愛知県と県内の自治体・観光事業者及びJRグループ旅客6社
（JR北海道・JR東日本・JR東海・JR西日本・JR四国・JR九州）
による大型観光キャンペーン。
詳しくは公式WEBサイトをご覧ください。

10月1日～11月30日　  武豊 秋のキャンペーン　武豊町内

10月7日　　　　　     たけとよウォーカー　武豊駅より徒歩29分

▲ たけとよウォーカー ▲ 長尾部祭礼 ▲ 半田運河の鯉のぼり ▲ 萬三の白モッコウバラ祭
▲ おまんと祭り ▲ だんつく

10月7日　　　　　     味の蔵フェスタ　武豊駅より徒歩13分

11月10日・11日　　　 産業まつり　武豊駅より徒歩25分

12月8日　　　　　　 クリスマスフェスタ（仮）　武豊駅より徒歩13分

2月10日　　　　　　 おもちフェスタ（仮）　武豊駅より徒歩13分

4月6日・7日　  　　　 富貴地区祭礼　武豊町富貴地区

4月13日・14日　  　　 長尾部祭礼　武豊町長尾地区

武豊町観光協会知多郡武豊町字忠白田11-1（武豊町地域交流センター内）　
TEL：0569-73-1100　HP：http://taketoyo.info/ 大府市観光協会大府市中央町五丁目70番地

TEL ：0562-45-6227　HP ：http://www.obu-kankou.gr.jp/

▲ 大府七福神めぐり

10月14日　  　　　　 藤井神社祭礼・子供三番叟・山車祭礼　大府駅より徒歩32分

10月14日　 　　　　   近崎神明社祭礼　大府市北崎町地内

10月21日　　　　　   熱田神社祭礼　大府駅より徒歩12分

10月27日・28日　　　  大府市産業文化まつり　大府駅より徒歩20分

1月27日　　　　　　  大府七福神めぐり　大府駅、共和駅より各寺へ

12月～2月　　　　     共和駅前イルミネーション　共和駅より徒歩1分

2月10日～17日　  　　大府盆梅展　大府駅より徒歩12分

2月24日　  　　　　   どぶろくまつり　共和駅より徒歩20分

3月下旬から4月上旬　さくらまつり　大府駅より徒歩 桃山公園12分、二ツ池公園36分

4月7日　  　　　　　 半月七社神社おまんと祭り　大府駅より徒歩35分

4月下旬　  　　　　   大倉公園つつじまつり　大府駅より徒歩9分

半田市観光協会 半田市東洋町1-8 アイプラザ半田内　
TEL：0569-32-3264　HP：https：//www.handa-kankou.com/

10月6日～8日 秋のドイツ祭り
11月3日・4日 収穫祭
4月下旬 春のドイツ祭り　

半田駅より徒歩15分

【半田赤レンガ建物】

10月20日、11月17日、12月1日、12月15日　 半田運河 HOTORI brunch　半田駅より徒歩5分

11月22日・23日　　　　　　半田運河 HOTORI SAKABA　半田駅より徒歩5分

11月10日　　　　　　 　　はんだふれあい産業まつり　東成岩駅より徒歩1分

2月下旬～3月上旬　　　　 はんだ蔵のまち 桃の節句　半田駅より徒歩5分

3月中旬～5月4日　  　　　  半田の春まつり　半田市内各地区

4月中旬～5月上旬　  　　   半田運河の鯉のぼり　半田駅より徒歩5分

4月下旬　  　　　　　　　 萬三の白モッコウバラ祭　半田駅より徒歩5分

5月3日・4日　  　　　　　　亀崎 潮干祭　亀崎駅より徒歩15分

東浦町観光協会 知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2（東浦町勤労福祉会館 商工振興課内）
TEL：0562-83-6118　HP：http://www.higashiura.or.jp/kanko/

９月16日　 　　　　　　　　 おまんと祭り（生路地区）　東浦駅より徒歩15分

９月30日　　　　　     　　　 おまんと祭り（森岡地区）　尾張森岡駅より徒歩7分

10月14日　　　　　     　　　おまんと祭り（緒川、藤江地区）　緒川駅、東浦駅より徒歩10分

10月28日　　　　　　　　　おまんと祭り（石浜地区）　石浜駅より徒歩10分

10月14日　　　　　　 　　　だんつく　東浦駅より徒歩15分

11月10日・11日　　　　　　   第40回東浦町産業まつり　石浜駅より徒歩15分

12月16日　  　　　　　　　　東浦マラソン　大府駅より徒歩25分（シャトルバス有）

3月17日　  　　　　　　　　 乾坤院ねはん会　緒川駅より徒歩15分

４月第２土曜日（統一選挙により変更予定）　 於大まつり　緒川駅より徒歩12分

知多半島春の国際音楽祭2019
2019年1月26日（土）から3月10日（日）を期間として知多半島全
域で多数のコンサートが開催されます。会場は、音楽ホール、宿
泊施設のロビー、喫茶店や店舗と様々。出演者はプロアマ混在
で、海外アーティスト、オーケストラ、和楽器奏者、ジャズ、コーラス
と、ジャンルを問わず生演奏が楽しめます。武豊
線沿線の施設・店舗でも多彩な企画がありま
すので、是非ご来場ください。詳しくは、
http://chita-haruon.comでご確認ください。

東浦町では現在、町制70周年を記念とする市民映画
「バリアフリーかあちゃん！！」を制作中。この映画は住民
主体の活動で「ひがしうら映画プロジェクト」が運営。東
浦町の定番スポットからマニアックなスポット、東浦町
オールロケを敢行しました。愛知県内外総勢300人が関
わった映画の物語は「心のバリアフリーと違いを認めあ
える社会を作りたい」と訴える内容です。第1回上映会は
東浦町内で2月下旬頃の予定。次年度以降は東浦町
外での上映会も実施していきます。ぜひ一緒に映画を観
て、「バリアフリー」について語り合いませんか？詳しくは
「ひがしうら映画プロジェクト」公式サイトをご覧ください。
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半田出身の童話作家新美南吉は、安城女学校の教師
をしていた昭和初期、東海道本線への乗り換えに大府
駅を利用していました。多くの先人たちが希望と不安を
抱きながら跨線橋を渡ったのではないでしょうか。
今春、駅構内にオープンしたKURUTOおおぶに
は、カフェ・ショップ・観光案内所があります。
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半田街道 架道橋

亀崎駅北（掘割）




