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祭りへの情熱の継承
2016 年が始まりました。愛西市にと
っても、尾張津島天王祭がユネスコの
世界文化遺産候補から登録される記念
すべき年になります。祭りは地域文化
であり、情熱が継続しないと成功しな
いと思います。
愛西市では、下記日程で、ユネスコ
無形文化遺産登録に向けての啓発事業

昨年の市江車児行列

〝祭りへの情熱の継承〟が実施されま
す。この事業に伴いウォーキング「市
江車児行列コースを巡る」も開催され、
あいさいボランティアガイドの会がみ
なさんをご案内します。

日時／2 月 21 日（日）午前 10 時 45 分～午後 4 時
場所／愛西市文化会館ホール
内容／午前 10 時 45 分～11 時 45 分 市江車行事の紹介、奏楽団演奏
午後 1 時～1 時 20 分 奏楽団演奏
午後 1 時 30 分～2 時 30 分 記念講演「ユネスコ無形文化遺産―国際的な保護の試み―」
講師：文化庁伝統文化課文化財国際協力室 室長補佐 守山弘子氏
午後 2 時 40 分～4 時 シンポジウム「祭りの継承について」
コーディネーター：中京大学非常勤講師 鬼頭秀明氏
アドバイザー：文化庁伝統文化課文化財国際協力室 室長補佐 守山弘子氏
パネリスト：尾張津島天王祭、犬山祭、知立祭、亀崎潮干祭、須成祭の保存団体代表者
※進行状況によっては時間の変動があります。
ウォーキング「市江車児行列コースを巡る」
2 月 20 日（土）午後 1 時～3 時 30 分 午後 0 時 50 分までに文化会館ロビーに集合
見所解説：あいさいボランティアガイドの会
参加費：無料
申し込み：2 月 10 日（水）から電話で社会教育課（37－0231）へ
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あいさいさん の 歌 できました！
愛西市マスコットキャラクターあいさいさんのテ
ーマソング「出逢い・ふれ逢い・あいさいさん」が
出来ました（右表が①番の歌詞）。作詞作曲は愛西市
出身のナナ・イロさんです。
「ＷＡ ＷＡ ＷＡ ＷＡ ＷＡ ♪」のメロディーが
やさしくて、幼稚園や保育園でのおゆうぎ会、いき
いきクラブなどでの親睦会で歌ったり踊ったりする
と楽しい曲になっています。愛西市観光協会で、２
月１日より収録ＣＤを５００円で販売します。

あいさいさん 愛さんさん♪
愛があふれる 愛西市
このまちを笑顔にする
謎の生き物 あいさいさん
ぽっこりおなかのポッケには
野菜の友達 「やぁ こんにちはコン！」
濃尾平野で のびのび 育った
美味しい 楽しい 仲間達
ＷＡ ＷＡ ＷＡ ＷＡ ＷＡ ♪
おおらかに歌うよ
ＷＡ ＷＡ ＷＡ ＷＡ ＷＡ ♪
愛を歌うよ
見つかる つながる もっと好きになる
出逢い ふれ逢い 愛西市で待っているよ
待っているよ

ところで、
「ＷＡ ＷＡ ＷＡ ♪」といえば、私は「ミツワ石鹸」を思い出します（年齢がバレま
す（笑）。テレビ時代が始まった頃の 1954（昭和 29）年から流れた「ミツワ石鹸」は、コマーシャ
ルソング（ＣＭ）として最も古い作品の一つです。ミツワ石鹸は、江戸時代の 1860（万延元）年
に愛西市出身の三輪善兵衛が江戸（現在の東京都中央区日本橋）に創業した丸見屋が元で、1910
（明治 43）年からミツワ石鹸などを発売していた会社です。メロディは全く違いますが、あいさ
いさんの曲も歌い継がれると良いですね。

木曽川下流地区広域観光連携協議会

視察会

国土交通省木曽川下流河川事務所は、木曽三川の下流部に位置する岐阜県海津市、愛知県弥富
市・愛西市、三重県桑名市・木曽岬町の各観光関係機関と木曽川下流地区広域観光連携協議会を構
成し下記視察会を予定しています。一般市民の方も参加可能です。
集合日時：平成２８年３月１１日（金）１０時
集合場所：蔵前祭車庫脇の広場
（桑名市船馬町７）
視察場所：住吉入江、玉重橋、
新住吉橋船止設備、住吉水門 など
参加は、事前に下流河川事務所へ問い合わせ
下さい。
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2016 年 新春の行事
新年を迎えると、各地域の神社でも新春の行事
（下表）が開催されます。1 月１５日（金）、津島
市の津島神社では、７月の「尾張津島天王祭」に
関わる「当番引継奉告祭」が開催されました。こ
こで、津島五車の置物を定める神籤が引かれ、今
年は「子（＊注）」となりました。
また、今年の旧暦元旦は２月８日（月）で、２
月３月には、津島市の津島神社では、下記の神事
なども予定されています。
＜２・３月の津島神社の神事（津島市）＞
２月 ３日（水） 節分 豆撒式（愛西市観光大使の古池鱗林さんも登場します）
８日（月） 旧暦元旦 小朝拝（９時半より）
２１日（日） 烏呼神事（１４時より）
３月 ９日（水） 開扉祭（午後７時に松明点火）
（注：子の演目）当番車：高砂、２番：忠度、３番：楊貴妃、４番：葵上、５番：鞍馬天狗

愛西市で開催される『早春のおまつり』
オビシャ（二子町の白山神社）＜市文化財＞
勝軍延命地蔵堂の餅投げ（西條町の地蔵堂）

２月１４日（日） 午後２時頃より神事開始
＜毎年：２月１１日前後の日曜日＞
２月２１日（日） 午後３時より仏事開始

＜毎年：２月２４日前後の日曜日＞
管粥神事（日置町の八幡宮） ＜市文化財＞ ２月２２日（月） 午前５時より神事開始
＜毎年：旧暦の１月１５日＞
おこわ祭（勝幡町の勝幡神社）＜国選文化財＞３月１３日（日） 午前１０時頃より神事
＜毎年：３月の第②日曜日＞

なべた に ナベツル 来たる
愛西市の木曽川河原は野鳥の楽園で、毎年この時期にはたくさんの冬の渡り鳥が飛来しています。
しかし、今年の冬はこれまでにない暖冬で、異変が起きています。昨年末には、弥富市の鍋田干拓
地に珍しいナベツルが飛来して話題となりました。ナベツルはシベリアなどから飛来する冬鳥で、
日本の鹿児島県出水市などで越冬することが知られています。暖冬のため道に迷ったらしく、昨年
１２月、鍋田に飛来して約一ヶ月間休ん
でいき、元旦には去ったようです。
一宮市の木曽川河原に飛来するコハク
チョウも例年と比べると数が少ないそう
で、今年の愛西市での目撃情報は聞いて
いません。
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～

観光協会が関連する 今後の予定

～

２０１６年
２月２０日（土）・２１日（日）
尾張津島天王祭市江車 ユネスコ無形文化遺産登録に向けての啓発事業
～ 祭りへの情熱の継承 ～ （主催：愛西市、於：愛西市文化会館））
２月２７日（土）あいさいジュニア検定 （於：愛西市文化会館）
３月１２日（土）あいさいジュニア検定合格証交付 （於：愛西市文化会館）
３月１９日（土）木曽川観光船安全祈願祭 （於：葛木港）
運航は３月２６日（土）より土日祝日、一日一便９：３０出航、予約により臨時便あり。
予約は、３月 1 日より観光協会（0567-55-9993）で受付を開始します。

Ｖ Ｇ ３月 定 例 会 の 予 定
集合時間：３月２０日（日）９時００分
集合場所：愛西市文化会館
＊２月定例会（２月２１日（日））は、尾張津島天王祭市江車啓発事業のため中止します。
また、２月１２日（金）バス研修旅行にて必要な事務連絡をします。

あいさいボランティアガイドの会 １月定例会 議事録
◆会議（１月１７日（日）９時～、於：愛西市文化会館、２０名出席）
１）今後の催事への協力体制を確認しました。
①１月３０日（土）・３１日（日）あいさいフェスティバル（設営準備を含む）
②２月２０日（土）・２１日（日）ユネスコ無形文化遺産登録に向けての啓発事業
２）第２回バス研修（亀山市関宿、２月１２日（金））の予定を確認しました。
３）その他の連絡事項
①中日新聞日曜版（１月１０日）『佐屋宿』の掲載について
②３月１１日（金）木曽川下流地区広域観光連携協議会（２頁参照）
〝あいさい通信⑲号〟送付時に参加方法を案内します。
③新春の愛西市における祭事について（３頁参照）
④名鉄ウォーキングについて（４月２９日）
⑤2016 年度の観光船運航について
⑥横井也有の〝藤ヶ瀬八景〟について
名古屋市中川区荒子町にある前田利家荒子梅苑の
盆梅展示会へ愛西市藤ヶ瀬町で横井也有の
〝藤ヶ瀬八景〟の俳句を展示する予定です。
展示協力について、〝あいさい通信⑲号〟
送付時に協力方法を案内します。
⑦愛西市市民会議について（１月２３日）
２月２７日 午前１０：００～ 〝あいさいジュニア検定〟 締め切り迫る！
於：愛西市文化会館 公式テキスト『あいさい物語ジュニア版』を購入すれば検定料は免除
『あいさい物語ジュニア版』は、観光協会（道の駅 立田ふれあいの里）他で販売中
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