
■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 

                （臨時駐車場は八輪小学校） 

  4 月 1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（日）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 1 日（土）中止の場合 4月 2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 25 日（土）～11 月 19 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、野菜の即売会のほか 23 日（日）にはミス弥富金

魚・ミス弥富が来園します。また服部擔風の生誕 150 年記念 

として移築した書斎「藍亭」をあわせて公開します。 

＊実施時期 4 月 22 日（土）、23 日（日） 

＊実施場所 弥富市森津 14 丁目 

（無料駐車場あり） 

＊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 6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 15 日（土）、16 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）（無料駐車場あり） 
＊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 5 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 25 日(土) ・26 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 22 日（土）から 5月 5日（金・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。 

■2017 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。会場舞台では歌

のステージ、ジャズバンドやハンドベルの演奏、海部地区ご

当地キャラの大集合などイベント盛りだくさんです。 

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 1 日（土） 正午から午後 4時 30 分 

       4 月 2 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（金・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 台あり） 

＊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「新着 七宝資料」(あま市) 
七宝焼アートヴィレッジでは、尾張七

宝の作品だけでなく、七宝焼に関する
様々な資料を集めています。 
これらの資料のうち、近年当館に収蔵さ
れた様々な分野のものたちを紹介しま
す。 

＊日 時 4月 29 日（土）～6 月 11 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 台あり） 
＊料 金 大人 310円 小中学生 100 円 

＊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さくらまつり（蟹江町）

蟹江町観光協会による尾張温泉周辺の桜並木と佐屋川創郷公 

園展望台周辺でのライトアップが、4月上旬の予定で始まります。 

 また、「尾張温泉郷発展会春まつり」が今年から「尾張温泉郷さくらまつ

り」として、4月 8日（土）午前 11時から開催されます。ステージでは沖

縄民舞「エイサー」や音楽、ダンスの披露などが予定され、各ブースには

ビールや飲み物、軽食、格安グルメ、ゲーム店があり、最後に大抽選会の

催しがあり、桜を眺めながら、楽しい春の１日になりそうです。 

※小雨決行
＊日 時 4 月 8 日（土）午前 11時から午後 7時 30 分まで 
＊場 所 佐屋川創郷公園  駐車場なし 

大字蟹江新田字札中地 101 番地 

（公共交通機関等）  
蟹江町お散歩バス 
「図書館」下車 
(夕方まで利用可) 

＊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、四国お遍路が出来ない人のために、四国八十八ヶ所霊場名刹の「お

砂」をそれぞれ集め、八十八か所のお砂を踏み「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、実際にお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 17 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 （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（金・祝） 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

＊問合せ （0567）95-3441 地蔵寺 

■法応寺 さくらライブコンサート VOL7 (蟹江町) 

7 回目を迎える「さくらライブコンサート」、今回は関西を中心に活動しているフレン

チスウィングのグループ『カフェ・マヌーシュ』です。ちょっと切なく、でも気づけば

身体を揺らしているような、フランス北部やベルギーで生まれたジプシージャズ（現在

欧米では、差別的な意味を含むジプシーという言葉は使わないで、「人間」という意味の

「ロマ」を使います。）日本に於けるマヌーシュスウィングの第一人者「川瀬眞司」をリ

ーダーとするギタリスト 2人、女性のコントラバス奏者とのトリオが桜の花に負けない

華やかな演奏をお届けします。 

出演 『カフェ・マヌーシュ』 

川瀬眞司（ギター）、山本佳史（ギター）、 

中村尚美（コントラバス） 

会費 お一人様 3,500 円（小学生以下無料） 

＊日 時 4 月 9 日（日） 午後 3時開演 
＊会 場 海辺山法応寺（大字蟹江本町字川西 61番地） 

雨天の場合は本堂内    駐車場あり 
（公共交通機関等） 
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」 下車徒歩 5分 

（夕方まで利用可）

＊問合せ （0567）95－2642 法応寺 

■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 6 日（土） 午前 9時 

＊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 2017 （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 23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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■一番街お花見会（蟹江町）
一番街発展会では八重桜並木の下で「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学校吹奏楽部の演奏やキッ
ズダンスなどが予定され、大道芸、飲食屋台、さくら弁当、お楽しみ抽
選会、昨年大好評でした「体験型の学習」も催され、「親子で楽しめる
一番街お花見会」になっています。 

※ 小雨決行
＊日 時 4 月 16 日（日）    午前 10 時から午後 6時まで 
＊場 所 本町八丁目八重桜並木周辺  駐車場なし 
（公共交通機関等） 

近鉄蟹江駅から北東 350ｍ 徒歩 7 分 
蟹江町お散歩バス「近鉄蟹江駅」下車  
（夕方まで利用可） 

＊問合せ （0567）95－3367 山田

■佐屋川釣り大会（蟹江町） 

毎年 35ｃｍを超える大きな鮒が何匹も釣れています。過去には
1ｍを超える大物も！ 

佐屋川創郷公園のシンボルタワーや桜が佐屋川に映る風景を楽
しみながら、魚釣りを楽しめます。特にお子様には楽しさいっぱ
いの釣り大会です。親子でふれあえる春の日をどうぞお楽しみく
ださい。 
中学生以下先着 100名様参加賞あります。天候により中止になる場
合があります。＊表彰式はさくらまつり会場で行います。 
＊日 時 4 月 8 日（土）午前 9時から午後 1時まで 
＊場 所 佐屋川創郷公園一帯（大字蟹江新田字札中地 101 番地） 
 東名阪道蟹江 ICから南へ 7分
臨時駐車場： 
尾張温泉東海センター駐車場 

＊申込み・受付： 
当日午前 9時～午前 10時 

＊問合せ（0567）95－1809 蟹江町商工会
ｈｔｔｐ：//www.kanie-sci.com 

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。


