
■さくらまつり （愛西市） 

★八開会場：八開総合福祉センター駐車場 

                （臨時駐車場は六輪小学校） 

  ４月２日（土）午前１０時から午後３時まで 

 野点茶会、野菜・花などの販売・ﾚﾝｺﾝ掘り無料体験など 

★立田会場：船頭平公園（駐車場あり） 

  ４月２日（土）午前１０時から午後３時まで 

  農産物・花・愛西市特産品などの販売 

※小雨決行。４月２日（土）中止の場合４月３日（日）に順延。 

＊問合せ （０５６７）２４－６１２２ 愛西市商工会 
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■木曽川観光船 （愛西市） 

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。 

「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２６日（土）～１１月２０日（日） 

の土・日・祝日（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/ 
 

 

■森津の藤まつり （弥富市）  

 

市の指定天然記念物「森津の藤」は、江戸時代から有名 

で『尾張名所図会』にも紹介されています。藤を鑑賞しな 

がらの茶会や郷土芸能、野菜の即売会（両日）のほか 

２４日（日）にはミス弥富金魚・ミス弥富が来園します。 

＊実施時期 ４月２３日（土）、２４日（日） 

＊実施場所 弥富市森津１４丁目 

（無料駐車場有） 

＊問合せ  （０５６７）６５－４３５５ 弥富市歴史民俗資料館 

 
 

 

■芝桜まつり （弥富市） 

今年で５回目の開催となる「芝桜まつり」。市民ボランティアにより植えられた、芝桜１０ 
万株が４月中旬から一斉に咲き始めます。まつり当日は、フワフワやスタンプラリー、金魚 
すくい、その他飲食・即売ブースもあります。赤、白、ピンクの花のじゅうたんを是非ご覧 
ください。 
＊日 時 ４月１６日（土）、１７日（日） 午前９時から午後３時 
＊場 所 三ツ又池公園 

（弥富市鳥ケ地 1 丁目 709-5）（無料駐車場） 
＊問合せ （０５６７）６５－１１１１  

弥富市役所商工観光課 
 

■道の駅 「立田ふれあいの里」 第４回蓮根料理 

コンテスト（愛西市） 

蓮根料理コンテストによる食への意識向上・改善などを 

広く推進します。 
各種蓮根料理などを一般の６チームが参加し、出品しま

す。あなたも審査員になりませんか！ 

＊日 時  ３月２６日(土) ・２７日（日） 

       ２日間とも午前１０時から午後２時 

 （ 無くなり次第終了 ） 

＊会 場  道の駅 立田ふれあいの里 駐車場有  

（名鉄尾西線佐屋駅下車徒歩３０分） 

＊問合せ （０５６７）２４－１０１０ 

道の駅立田ふれあいの里事務局 

         

 

■尾張津島藤まつり （津島市） 

＊日 時 ４月２１日（木）から５月５日（木・祝）まで（予定） 

＊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（クーポン券付き）） 

＊問合せ （０５６７）２８－８０５１ 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 114

本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。 

 

■２０１６やとみ春まつり （弥富市） 

「やとみ春まつり」は、桜の季節のイベントとして市民に

最も親しまれている行事で、会場横の桜堤の満開の桜とあい

まって、毎年大変な盛り上がりをみせます。会場舞台では「第

３６代ミス弥富金魚・ミス弥富の発表会」に始まり、「大道

芸のパフォーマンス」、「海部地域盛り上げ隊（ＡＭＴ）」、市

民参加のステージが開催されます。 

また、たくさんの飲食・即売ブースの出店や「弥富ブラン

ドの金魚・花きの品評会、即売会」が行われ、会場は大変な

賑わいをみせます。皆さん、ぜひ会場へお出かけください。 

 

＊日 時 ４月２日（土） 午後１時から午後４時３０分 

       ４月３日（日） 午前９時から午後３時３０分 

＊場 所 弥富市文化広場 

（弥富市前ケ須町野方 

802-1） 

（無料駐車場有） 

＊問合せ （０５６７）６５－１１１１  

弥富市役所商工観光課 

                      
 

■七宝職人さん大集合＆Ｌｅｔ‘ｓ職人体験 

(あま市) 

実演コーナーの「素地」「植線」「施釉」「焼成」 

「研磨」の５工程に七宝職人が勢揃いし技を披露

します。 
また、特別体験プログラムの職人体験も同時開

催。「素地体験」「植線体験」ができます。職人体
験は、要予約で材料代が必要です。 

＊日 時 ５月５日（木・祝） 
職人大集合：午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分 

（12：00～13：00 昼休み） 
素地体験：午前 10 時～午後 3 時  
植線体験：午前 10 時～正午 

      午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分 
＊場 所 あま市七宝焼アートヴィレッジ 

（無料駐車場 100 台有） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＊問合せ あま市七宝焼ｱｰﾄｳﾞｨﾚｯｼﾞ(052)443-7588 

http://www.shippoyaki.jp/ 

■企画展「翔ぶ七宝～鳥の図 

いろいろ」(あま市) 

七宝焼の図柄には古くから花鳥の図柄 
が多く使われてきました。この企画展で 
は、鳥の図柄の七宝作品を選んで展示し、 
鳥の姿のいろいろな表現を比べて鑑賞し 
ます。 

＊日 時 ４月２９日（金・祝）～６月１２日（日） 
午前 9 時～午後 5 時 
（入館は午後４時３０分まで） 

＊場 所 あま市七宝焼アートヴィレッジ 

（無料駐車場 100 台有） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
＊問合せ あま市七宝焼ｱｰﾄｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

(052)443-7588 

http://www.shippoyaki.jp/ 

 

 

海部地域観光ネットワーク協議会 

 
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。 



  

海部地域観光ネットワーク協議会  

■夜桜ライトアップと尾張温泉郷発展会春まつり（蟹江町） 

蟹江町観光協会による尾張温泉周辺の桜並木ライトアップが４月１

日（金）から始まります。 

 ４月２日（土）の春まつりの特設ステージでは、午前 11 時からチー

ムＫと学戸小リトミックなどダンス披露、エイサーの演舞とチャイル

ドファッションショーや松蔭高校和太鼓部、蟹江北中吹奏楽部、大正

琴、ご近所おやぢバンドの演 

奏、その他催し物が盛大に行 

われます。また、各屋台では、 

温泉さくら粥、格安グルメ、 

飲食屋台、ｹﾞｰﾑ店、そして大 

抽選会などが催される楽しみ 

な一日です。 

＊日 時 ４月２日（土）  
午前１０時から 

午後７時３０分まで 
※ 小雨決行 

＊場 所 尾張温泉東海センター西駐車場 
（大字蟹江新田字佐屋川西９７番地） 駐車場有 

（公共機関等） 
蟹江町お散歩バスオレンジコース「足湯かにえの郷」 
蟹江町お散歩バスグリーンコース「尾張温泉東海センター前」 

（お散歩バスは、夕方まで運行しています。） 
＊問合せ （０５６７）９６－２４８３  牧田 

 

■四国八十八ヶ所「お砂踏み」(蟹江町)  

お砂踏みとは、四国遍路が出来ない人のために、四国八十八ヶ所霊場の名刹「お
砂」をそれぞれ集め、そのお砂を踏み「南無大師遍照金剛」と唱えて、三方にお
賽銭を入れお参りするものです。 
功徳とご利益は、実際に遍路したと同じといわれ、お遍路の魅力に触れていた

だけます。参拝後にお供え物などが振る舞われます。 
★蟹江山常楽寺龍照院 
＊日 時 ４月２７日（水） 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 

駐車場有 
（公共機関等）ＪＲ蟹江駅北西約１km 徒歩１５分 

蟹江町お散歩バスオレンジコース「龍照院東」 
＊問合せ （０５６７）９５－２９１７ 龍照院 

★蟹江大師浮島山天長院地蔵寺 

 ＊日 時 ５月５日（木） 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 駐車場有 

（公共機関等）近鉄蟹江駅北西約１km 徒歩１５分 

＊問合せ （０５６７）９５－３４４１ 地蔵寺 

■法応寺さくらライブコンサート vol.６《３チェロ ヴァリアシオン》 (蟹江町) 
今年のさくらライブコンサートは、境内に咲く桜のほのかな香りに包まれて、花吹雪の

ように音を重ねてゆく三人のチェリストとともに、ジャズ界で異才を放つピアニスト伊藤志

宏が、幻想的な世界を創り出します。 
 穏やかな午後の光を受け、青空を薄紅色に染める桜から闇の中に白く輝く夜桜まで、
音楽とともにお楽しみください。 

出演者 pf 伊藤志宏 
vc 平山織絵、井上真那美、島津由美 

参加費 お一人様 3,500 円 
＊日 時 ４月９日（土） 午後３時３０分開演 
＊会 場 海辺山法応寺（大字蟹江本町字川西６１番地） 

駐車場有 
（公共機関等） 
近鉄蟹江駅から北西７００ｍ 徒歩１２分 
蟹江町お散歩バス「蟹江町役場」 徒歩５分 

（お散歩バスは、夕方まで運行しています。） 

＊問合せ （０５６７）９５－２６４２ 海辺山法応寺 

 

 

 

■第３回海部地区歴史探訪バスツアー （大治町） 

今回は海部南部地区の歴史遺産及び産業歴史遺産を巡り、地域の

重要文化財・登録有形文化財等を観る歴史探訪バスツアーを行いま

す。 

(行程) 明眼院－津島神社－堀田邸－服部家－龍照院－甘強みりん 

蟹江城址－若菜－明眼院 

＊日 時 ３月１８日（金） 

      午前８時半から午後５時半頃 

＊場 所 海部南部地区 

（津島、弥富、蟹江） 

＊問合せ （０５２）４４３－３５６７ 

ＮＰＯ法人元気大治 

まちづくり事務局（山田） 

    ※申込は締切りました。 

 http://www16.ocn.ne.jp/~nymg.com/oharu-top.files/ 

■農業体験イベント「ちびっこ農園」 （大治町） 

小学生以上の親子、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８日（日）午前９時３０分 

＊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） 

http://www16.ocn.ne.jp/~nymg.com/oharu-top.files/  

■新川・五条川クリーン大作戦２０１６ （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 600 名 

 

＊日 時  ４月２４日（日）        

午前９時から正午      

＊場 所 五条川・新川 

（比良新橋～万場小橋） 

＊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） 

 http://www16.ocn.ne.jp/~nymg.com/oharu-top.files/ 
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■ＪＲさわやかウォーキング (蟹江町) 

老舗造り酒屋での唎酒（ききしゅ）と水郷の里「佐屋川創郷公園」散策 

 ＪＲ蟹江駅をスタート地点とし、蟹江城址公園等の町内観光施設をめぐりながら
ウォーキングをします。 

（コース）ＪＲ蟹江駅～蟹江町歴史民俗資料館～蟹江城址公園～蟹江神明社～ 
まちなか交流センター～佐屋川創郷公園～足湯かにえの郷～はね橋～山田酒造 
～ＪＲ蟹江駅 

＊日 時 ３月１３日（日） 
スタート受付時間 午前８時３０分から１１時まで 
ゴール受付時間  午前９時３０分から午後３時まで 
＊場 所 ＪＲ蟹江駅スタート（蟹江町内を散策） 

          駐車場なし 

＊問合せ （０５６７）９５－１１１１ 蟹江町観光協会 

■一番街お花見会（蟹江町） 

一番街発展会では、八重桜並木のライトアップと「親子で楽しめる

一番街お花見会」を開催します。 

 特設ステージでは、蟹江中吹奏楽部の演奏や路上パフォーマンス、

大道芸、飲食屋台、さくら弁当、お楽しみ抽選会などが楽しめます。

今回から、新たに会場内での「体験型の学習」も加わり、より楽しい

「親子で楽しめる一番街お花見会」となっています。 

＊日 時 ４月１６日（土）、１７日（日） 

     午前１０時から 

午後６時まで（予定） 

※ 小雨決行 

＊場 所 本町八丁目 
八重桜並木周辺 

駐車場なし 

（公共機関等） 

近鉄蟹江駅から北東３５０ｍ 徒歩７分 

１６日（土） 蟹江町お散歩バスオレンジコース「蟹江郵便局前」 

１７日（日） 蟹江町お散歩バス日曜コース「近鉄蟹江駅」 

（お散歩バスは、夕方まで運行しています。） 

＊問合せ （０５６７）９５－３３６７ 山田 

 

 

 

 
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。 


