
                    

■2020 木曽川観光船 （愛西市） 

～川のエレベーターを体験しよう！～ 

愛西市を流れる木曽川を観光船で巡ります。葛木港を出港して愛知の

小パナマ運河「船頭平閘門」を通って長良川へ。そして、同じルートを

戻ってきます。（途中休憩で木曽川文庫の見学もできます） 

「船頭平閘門」で水位を調整し、木曽川から長良川へ船を航行させる

ところと、ガイドボランティアの説明が見どころとなっています。 
 

＊実施時期 3 月 20 日（金・祝）～11 月 15 日（日） 

の土・日・祝日（完全予約制） 

＊実施場所 葛木港↔船頭平閘門 

↔長良川 

＊乗船料  大人 1,000 円 

 小人 500 円 

＊問合せ （0567）55－9993 

愛西市観光協会事務局 

    http://www.aisaikankou.jp/ 
 

 

 
 

■尾張津島藤まつり （津島市） 

＊日 時 4 月 2４日（金）から 5 月 5 日(火・祝）まで 

＊場 所 天王川公園 名鉄津島駅から徒歩約 20 分 

［駐車場有：駐車場整理協力金１台 1,000 円(クーポン付き)］ 

＊問合せ （0567）28－8051 一般社団法人 津島市観光協会 

        http://www.tsushima-kankou.com/ 

かつて津島市は「藤浪の里」といわれたほどの藤の名所であり、市の花

にもなっています。その名残を今に伝えるのが、毎年 4月下旬から 5月上

旬にかけて行われる「尾張津島藤まつり」です。会場は市民の憩いの場で

もある天王川公園です。天王川公園の藤棚は 12 種類の藤の木で形成され

ており、早咲き、後咲きと咲きわたって甘い香りに包まれた、長さ 275ｍ、

面積 5034 ㎡の壮大なスケールの藤棚となっています。 

まつり期間中の夜間はライトアップを行い、昼間の雰囲気とは違う幻想

的で厳かな藤を味わうことができます。会場では家族で楽しめるイベント

が、また、津島の歴史の古さを物語る町家等では各種イベントが催され、

たくさんの観光客や家族連れで賑わいます。 
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■道の駅 立田ふれあいの里 （愛西市）  
愛西市森川町にある「道の駅 立田ふれあいの里」は、地域内外

の皆様の交流や憩いの場として、また地域の農産物の販売や情報発

信の場として開設いたしました。地元の農家が生産した新鮮な農産

物をはじめ、愛西市の特産品である「レンコン」を使用した商品を

販売しています。また、「あいさい弁当」「レンコンラーメン」「レ

ンコンソフトクリーム」「レンコンパン」などの料理をその場でお

召し上がりいただけます。おいしくて楽しい道の駅です。ぜひお気

軽にお立ち寄りください。  
＊所在地   愛知県愛西市森川町井桁西２７番地 

＊営業時間 3～6・9 月 午前 9 時～午後 6 時まで 

     7・8 月   午前 8 時～午後 6 時まで 

        10～2 月  午前 9 時～午後 5 時まで 

＊休  日  毎週木曜日/年始（1/1～1/3） 

＊駐車場  24 時間利用可  
大型車 19 台 普通車 50 台 障がい者 2 台 

＊その他   トイレ２４時間利用可 

＊問合せ  道の駅立田ふれあいの里事務局  
(0567)24-1010   http://www.tatsuta-fureai.com/  
 

 

 
 

■あいさい「レンコン街道」 （愛西市） 
 

 2018 年 2月に愛知県「いいともあいち食の街道」の認定を受けた

「あいさいレンコン街道」をご存知でしょうか。愛西市は全国有数

のレンコンの産地！！レンコン街道を中心とした地域では、レンコ

ンにちなんだイベント＆体験が開催され、多くの店舗でレンコンを

使ったアイデアメニューを味わうことができます。のどかな風景の

レンコン街道などを歩くウォーキングコースや見所も紹介した「レ

ンコン街道マップ」を愛西市観光協会で配布しております。（当協

会ホームページにも掲載しております） 

ので、レンコンの産地「愛西市」に、 

ぜひ、お越しください。 

 

＊問合せ 

 （0567）55－9993  

愛西市観光協会事務局 

http://www.aisaikankou.jp/ 
   定休日：毎週木曜日・祝日・年末年始 

 
 

 

ご注意ください！ 

ここに掲載されている情報は、令和２年３月１９日現在のものです。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベント開催の中止や内容変

更等になる場合がございますので、お出かけになる前に、各問合先へご

確認ください。 

 
お知らせです 

 海部地域の観光に関するイベントを掲載し、年４回発行しておりまし

た本紙面「観光交流ホットライン」につきまして、今回の春号をもって

発行を終了いたします。今後は海部地域観光ネットワーク協議会ホーム

ページ（https://amakankonetwoak.com/kankojoho/）において、

随時、ホットな観光情報を掲載していきますので、そちらをご利用くだ

さいますようお願いいたします。 

   
■尾張津島秋まつり（津島市）    ■蓮の花（愛西市）       ■七宝焼き（あま市） 

             
■つるし飾り（大治町）                     ■ふれあいフェスタ（飛島村） 

      
    ■弥富金魚（弥富市）            ■須成祭（蟹江町） 

～来て、見て、感じる～

とっておきの海部地域 

 

私たち７つの地域を 
これからもよろしく
お願いします！！ 

http://www.aisaikankou.jp/
http://www.tsushima-kankou.com/
http://www.tatsuta-fureai.com/
http://www.aisaikankou.jp/
https://amakankonetwoak.com/kankojoho/


  

                   

海部地域観光ネットワーク協議会 

■夜桜ライトアップ（蟹江町） 
  

蟹江町観光協会が「足湯かにえの郷」周辺をライトアップします。 

満開の夜桜をお楽しみ下さい。 
 
＊日 時 3 月 22 日(日)～4 月 11 日（土） 

午後 5時 30 分から午後 9時まで 
      
＊場 所 足湯かにえの郷 （尾張温泉郷内） 

       大字西之森字長瀬下 

駐車場（2 台 尾張温泉東海センター駐車場奥） 

＊問合せ  蟹江町観光協会  

     （0567）95-1111 

http://www.kaninavi.jp/ 
 

■四国八十八ヶ所霊場「お砂踏み」(蟹江町)  
 

お砂踏みとは、四国お遍路ができない人のために、四国八十八ヶ所霊場名刹の「お砂」
をそれぞれ集め、八十八ヶ所のお砂を踏み「南無大師遍照金剛」と唱えて、三宝にお賽
銭を入れ、お参りするものです。功徳とご利益は、実際にお遍路したのと同じといわれ、

お遍路の魅力に触れていただけます。 
 

★蟹江山常楽寺龍照院 

＊日 時  4 月 13 日（月） 午前 9 時から午後 4 時まで 
＊場 所  大字須成字門屋敷上 1364 番地 駐車場あり  
 （公共交通機関等） JR 蟹江駅北西約 1km 徒歩 15 分 

蟹江町お散歩バス「龍照院東」下車 
＊問合せ 龍照院 （0567）95－2917   
       

★蟹江大師浮島山天長院地蔵寺 
 ＊日 時  5 月 5 日（祝・火） 午前 10 時から午後 4 時まで          

＊場 所  大字蟹江新町字上之割 31 番地 駐車場あり   
                   

（公共交通機関等） 近鉄蟹江駅北西約 1km 徒歩 15 分 

JR 蟹江駅南西約 1km 徒歩 15 分 

蟹江町お散歩バス｢まちなか交流センター｣ 下車徒歩 5 分  

＊問合せ 地蔵寺 （0567）95-3441  
 

■食の祭典 2020（蟹江町）  
 

 蟹江町商工会商業部会が｢食の祭典 2020｣を開催します。蟹江町の美味しいフードがい
っぱい！のイベントです。食べて、見て、飲んで、経験しての１日をご家族でお楽しみ
ください。  
 
＊日 時 5 月 31 日（日）午前 11時から午後 5時まで(予定) ※小雨決行 
＊場 所 ヨシヅヤ JR蟹江駅前店南側駐車場 駐車場あり 
     JR 蟹江駅北  蟹江町桜１丁目 
（公共交通機関等） 

JR 蟹江駅下車徒歩 5 分  
蟹江町お散歩バス「はつらつ公園」下車  

（夕方まで利用可） 
 ＊問合せ 蟹江町商工会商業部会 

（0567）95－1809 
 

 

■新川 ・五条川クリーン大作戦 2020 （大治町） 
 
毎年、春に新川・五条川の清掃を「新川をよみがえら

せる会」が清須市、企業、ＮＰＯ、ボランティアと協賛

で行います。 

 参加者 700 名 

＊日 時 4 月 26 日（日） 午前 9 時から正午まで  

＊場 所 五条川・新川 （比良新橋～新大治橋） 

＊主催者 新川をよみがえらせる会 

＊問合せ （052）443－3567  

ＮＰＯ法人元気大治まちづくり事務局（山田） 

       https://npo-genki-oharu.hp-ez.com/ 
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■夜桜ライトアップ（蟹江町）  
 JR 蟹江駅北側の藤丸団地周辺で夜桜のライトアップを開催します。 

提灯に照らされる桜の幻想的な雰囲気をお楽しみ下さい。 
 
＊日 時 3 月 22 日(日)～4 月 11 日（土） 

午後 5時 30 分から午後 9時まで  
＊場 所 藤丸団地第一児童公園と用水桜並木周辺 

     ＪＲ蟹江駅北側 駐車場なし 

＊問合せ  蟹江町観光協会  

     （0567）95-1111 

http://www.kaninavi.jp/  

 

■世界的規模の斜張橋「名港西大橋」 （飛島村） 
 

 飛島村の臨海工業地域では、コンテナ埠頭、木材関連事業所、鉄鋼関連

事業所、発電所などが並び名古屋港の物流の重要な地域となっています。

その一端を担う名港西大橋は、赤が目印で海上斜張橋「名港三大橋（名港

トリトン）」の一つです。橋長７５８ｍ、中央経間４０５ｍで、昭和６０年

に完成しました。飛島村にはこの世界的規模である斜張橋をあまり知られ

ていないアングルから撮影することが出来ます。また、臨海工業地帯の光

と名港西大橋のライトが美しくロマンティクな夜景スポットにもなってい

ます。 

                 
       
 
 
 
 

 
 

＊問合せ （0567）97-3462  飛島村企画課 
 

■農業体験イベント「ちびっこ農園」 （大治町） 
 

保育園以上の親子、大人を対象にした農業体験のイベ

ントです。苗植え、草取りを行い、サツマイモを収穫し

ます。収穫した芋で「焼き芋」パーティを秋（10 月）に

行います。 

農業体験を通して、親子が“ふれあい”、芋の生育を学

びます。 
 

＊開園式：5 月 9 日（土） 午前 9 時 
  (雨天時は 5 月 10 日（日）に順延) 
＊期 間 5 月上旬～10 月上旬 

＊場 所 大治町馬島地区  「ちびっこ農園」（駐車場あり） 

＊問合せ （052）443－3567 

ＮＰＯ法人元気大治まちづくり事務局（山田） 

https://npo-genki-oharu.hp-ez.com/ 
 

  

 
  

■あま市グルメマップ（あま市）  
 あま市観光協会では、あま市内の方はもちろんのこと、あま市外の方々にも、ぜひ、

あま市の食・グルメを知って欲しい！！と思い「あま市グルメマップ」を作成していま

す。あま市にお越しの際には、当観光協会作成の「あま市観光ガイド」と併せて活用し

ていただき、歴史と銘品のふる里「あま市」を楽しんでいただきたいと思います。  
※ 大変申し訳ございませんが、「あま市グルメマップ」 
は好評につき、冊子の配布は終了となっております。 
お手数をおかけいたしますが「あま市観光ガイド」と 
併せて、当観光協会 HP よりご覧ください。 
 
あま市観光協会 HP はこちら  

→ http://www.ama-kankou.jp/ 
 
＊問合せ  （052）485-8671 

           あま市観光協会 

（あま市七宝焼アートヴィレッジ内）  

      

 
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。 
 
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。 

 

http://www.kaninavi.jp/
https://npo-genki-oharu.hp-ez.com/
http://www.kaninavi.jp/
https://npo-genki-oharu.hp-ez.com/
http://www.ama-kankou.jp/

