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平成最後 の 秋 
今年（2018年）は平成最後の年と

なりますが、７月豪雨、8月猛暑、9

月の台風、と自然災害が多く発生し

た年でした。全国で被災された皆様

には心よりお見舞い申し上げます。 

 10月になり急に寒さを感じるよ

うになりましたが、全国的に季節外

れのサクラが咲いているそうです

（４頁参照）。そんな中、木曽川周

辺で、とても綺麗な大きな蝶が飛ん

でいるのを見つけました。翅に落書

き（マーキング）があり、調べてみ

るとアサギマダラ（浅葱斑）でした。アサギマダラは、翅（はね）の模様が鮮やかなチョウ

で、翅の内側が白っぽく、黒い翅脈が入っていますが、この白っぽい部分が厳密には半透明

の水色で、和名にある「浅葱」は青緑色の古称で、この部分の色に由来しています。アサギ

マダラは幼虫・蛹・成虫とどれも鮮やかな体色をしていますが、これは毒を持っていること

を敵に知らせる警戒色と考えられています。他のチョウのようにひらひら飛んでいても、鳥

はアサギマダラを食べないそうです。 

また、アサギマダラは長距離を移動する、渡りをする蝶として知られています。長年のマ

ーキング調査で、秋に日本本土から南西諸島・台湾へ渡る個体が多く発見され、または初夏

から夏にその逆コースで北上する個体が発見されており、和歌山県から香港まで距離 2,500

㎞移動したという観察記録もあります。現在も捕獲場所・年月日・連絡先などを翅にマジッ

クインキで記入（マーキング）し、放蝶するという方法で個体識別を行い、インターネット

上で情報交換されています。  ＜２頁に続く＞ 
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～愛西市中央図書館 歴史散策会～ 

『レンコン街道と信長ゆかりの小木江城址を訪ねる』 

今秋も愛西市中央図書館が主催する まち歩きを楽しむ会が開催されます。今回は、愛西

市立田南部地区を巡ります。立田地区の代表的な「レンコン」田、寺院や名所などを見て、

楽しく、ゆっくり散策しましょう。事前申し込み不要、参加無料です。 

    集合日時：平成 30年 11月 11日（日） 午前 10時～ （雨天決行） 

     集合場所：立田南部地区防災コミュニティセンター 

    コース：立田南部地区周辺 （約６km) 

 

愛西市文化財「八竜遺跡のくり物桶」展示 
 愛西市指定文化財「八竜遺跡のくり物桶」が 11 月 3 日(祝・土)から 30日（金）まで佐

織公民館で展示されます（休館日を除く）。それに伴い、11 月 10 日（土）午後 2 時から、

首都大学東京の山田昌久教授の講演会が開催されます。事前申し込み不要、参加無料です。 

 

愛西市 文化祭・商工まつり 
11 月 3 日(祝・土)・ 4 日(日)の２日間、佐屋・佐織会場で愛西市文化祭が開催されま

す。それに伴い、中央図書館では「図書館まつり」、4 日には、佐屋・佐織会場で「商工ま

つり」、佐屋会場で「Aisai・ママ・マルシェ」「健康まつり」などが開催されます。実施

内容や開催時間の詳細は『広報あいさい 10月号』に掲載されていますので、ご確認の上参

加下さい。 

 さらに、愛西市観光協会では、この機会に「第 3回ASK（愛西市観光資源）総選挙 2019」

を開催したいと思います。投票用紙と投票箱を 11 月 3 日(祝・土)から 11月 30日まで愛

西市中央図書館、佐織公民館などに設置させていただきますので、それぞれの施設の開館日

に投票下さい。 

結果は、2019年 1月 27日（日）に愛西市文化会館で開催される「第 5回あいさいフェス

ティバル」にて展示、『あいさい通信』にて発表しますので、こちらもご期待ください。 

 

 

 ＜表紙から＞アサギマダラは、秋口にフジバカマ（秋の七草の一つ）などのキク科植物の

花によく集まり、吸蜜する姿が見られます。愛知県下では知多半島や渥美半島で見かけるこ

とが多いそうですが、異常気象のためか、来年の吉兆か、愛西市近郊の木曽川周辺で見つけ

ました。フジバカマなどが咲いていたら、探してみて下さい。 
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山車文化 巡る スタンプラリー 
ユネスコ無形文化遺産に登録されている「山・鉾・屋台行事」

は国内に 33 件。愛知県では５件登録されています。 その文化

を継承してきた６つのまち（愛西市、犬山市、蟹江町、知立市、

津島市、半田市）の観光協会は、広域ネットワークを結び、連

携して誘客活動を進めており、この秋、６つのまちを周遊して

楽しめるスタンプラリー企画を実施しています。 

スマートフォン用電子スタンプラリーで、山車文化を継承す

る 6 市町のスタンプ設置施設のうち、スタンプを 4 つ集めた方

に、6 市町のいずれかの引換所で、各市町の物産をプレゼント（各市町先着 30 名様）しま

す。参加無料です。次の URL、または、右上の QR コードにアクセス下さい。

http://stamprally.meicom.jp/unesco/ 

【期 間】平成 30年 10月 1日（月）〜12月 24日（日） 

【スタンプ 設置施設】 

愛西市：愛西市観光協会（愛西市森川町井桁西２７番地道の駅立田ふれあいの里内） 

              開館時間 ９〜１７：００（木曜休）  TEL 0567‐55‐9993    

    犬山市：犬山観光案内所（犬山市大字犬山字富士見町１４名鉄犬山駅２階） 

        開館時間 ９〜１７：００ TEL 0568‐61‐6000 

    蟹江町：蟹江町観光交流センター祭人（蟹江町大字須成字川西上３７１） 

        開館時間 ９〜１７：００（月曜休・祝日は翌日）TEL 0567‐58‐3310 

    知立市：知立市観光交流センター（知立市中町中１２８ リリオＳ棟１階） 

        開館時間 １０〜１６：００（火・水曜休） TEL 0566‐55‐6302 

    津島市：尾張津島観光センター（津島市南門前町一丁目８番地１） 

        開館時間 １０〜１５：００（木曜休） TEL 0567‐28‐8051 

    半田市：半田市立博物館（半田市桐ヶ丘４-２０９-１） 

        開館時間 １０〜１８：００（月曜休・祝日は翌日） TEL 0569‐23‐7173 

 

あいちの史跡 めぐラリー 
 愛知県内には、守り伝えられてきた様々な史跡や文化財がたくさんあります。史跡を巡り

ながらスタンプを集める愛知県史跡整備市町村協議会主催のスタンプラリー「あいちの史跡

めぐラリー」が平成 30 年 10 月 6 日（土）〜12 月 24 日（日）の期間、開催されています。

スタンプシートは、県内の史跡または博物館・資料館（※史跡市町村協議会に加盟している

市町村）などで無料配布されています。県内 36ヶ所の史跡などで、スタンプを３、10、20

ヵ所集めると、素敵な賞品がもらえます。愛西市には、船頭平閘門にスタンプが設置され、

愛西市役所内の愛西市教育委員会、道の駅にある愛西市観光協会 が賞品引換場所となって

います。詳細は各施設に設置されているスタンプシートをご覧ください。 

http://stamprally.meicom.jp/unesco/
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サ ク ラ 咲 く ？ 
 今秋、普段なら春に咲くソメイヨシノなど

のサクラが、台風の強風に伴う塩害などで枯

れたり、季節外れの花を付けたりしています。

木曽川沿いの船頭平公園にある古木も枝ご

とに一輪、二輪と花を付けています（写真は

シダレザクラです）。 

小春日和の秋空の元、異常気象の中でも耐

えて咲く健気な姿に、私も頑張ろうという気

持ちにさせられました。 

 

異常気象下 夏の木曽川 
 毎夏恒例となった観光協会

主催による漁業体験は、８月 12

日（日）、26日（日）との 2回

が愛西市の木曽川で予定され

ていましたが、不順な気象に伴

い、大雨による木曽川の増水、

あるいは、雷などの気象災害な

どにより開催が危ぶまれ、また、

異常高温に伴う熱中症発生の

心配もありました。残念ながら、

12日は中断となり、観光船の体験だけとなりました。 

一方、26日は予定通り開催され、９組の親子連れ３５人に集まっていただき、観光船遊

覧、地引網体験を通して木曽川の自然を楽しんでいただけました。異常気象のせいか、水上

で楽しんでいる他の観光客のせいか、網にかかった魚が少なかったのは残念ですが、体験そ

のものが楽しいと参加された方からの言葉がうれしかったです。 

 一方、8月 3日（金）には、木曽川下流事務所が主催し、あま市教育委員会、あいさいボ

ランティアガイドの会スタッフも参加した「木曽川の水生生物による水質調査」が海津市の

馬飼大橋下流木曽川で開催されました。当日は猛烈な酷暑の日となりましたが、予定通り進

行しました。 

子供たちが少なかったこと、大水の影響により、生物の絶対数が少なく、特に、昆虫類（ヤ

ゴなど）が少なかったのですが、ウナギ稚魚 1匹、ハゼ・ナマズなどが捕れました。その結

果、例年とは違い、「やや綺麗な水！」と判定されました。 

一方、熱中症を心配しましたが、天然の川の水はとても冷たく、酷暑の中でも、足を川に

入れているだけで、ほど良く身体を冷やしてくれました。 
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勝軍延命地蔵 特別開帳 
愛西市西條町では、8 月 26 日(日) から 9 月 15 日(土)ま

での期間「勝軍延命地蔵尊特別開帳」があり、9月 2日(日) 

14:30からは二十五菩薩御来迎行列が開催されました。 

西條町の勝軍延命地蔵堂では、毎年 2 月 24 日の縁日に子

宝、安産を祈願して餅投げが開催されていますが、今回は

17 年に一度の、厨子を開き勝軍延命地蔵尊を拝観できる特

別開帳がありました。期間中は、お地蔵様の手から五色の糸

を経て白い布が伸びて、西條町内を一周していました。この

布（善の綱）に触れるとお地蔵様との御縁が結ばれるそうで、

昔は安産帯や極楽への死装束としても求められたそうです。 

9月 2日には、この布が張られた道を通って二十五菩薩御

来迎行列が開催され、二十五菩薩に触れてもらってご利益を

いただこうと近隣の老若男女が集まり、最後に

は餅投げも実施されました。鎌倉時代から鎮座

されるお地蔵様の御開帳と 17年毎に開催される

民俗的な大仕掛けの祭に感動した一日でした。 

なお、この様子は、ケーブルテレビ（西尾張

CATV）が収録して DVD を作成しており、西條町

のご厚意で愛西市の中央図書館などにも寄贈さ

れますので、11月末頃には観賞できます。 

素車の尾張津島天王祭 
7月 29日（日）は、６００年余りの歴史を有

する尾張津島天王祭でしたが、自然災害が頻発

した年を代表するような状況となりました。 

今年の台風 12号は異例であり、太平洋の伊豆

諸島方向から北西向きに日本へ接近し、7月 28

日（土）に三重県伊勢市付近に上陸した後、西

日本を縦断し、東シナ海を迷走して中国大陸で

消滅するという通常とは逆の進路をとりました。 

尾張津島天王祭の予定では、7 月 28 日（土）

津島市にある津島神社の大神様が津島神社本殿から天王川公園へ渡御され宵祭、29日（日）

に朝祭が開催されて、大神様が津島神社へ還御されますが、台風 12号の接近に伴い神事の

みが実施され、29日（日）の朝祭には、市江車と津島の当番車の２艘だけが飾りなどを付

けない簡素な素車で登場し、鉾持ち衆による布鉾奉納や神前奏楽などが実施されました。 
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～ 愛西市周辺の観光 今後の予定 ～ 

・10月 30日(火） 13:30～ 福原輪中勉強会（於：愛西市農村環境改善センター） 

・11月 3日(土)～4日(日) 愛西市 文化祭・図書館まつり 

・11月 4日(日)      愛西市 商工まつり 

・11月 5日(月) 10:00～ 木曽川下流域合同観光物産展（於：金山駅） 

・11月 11日(日) 10:00～ 愛西市中央図書館 歴史散策会 

（集合：立田南部地区防災コミュニティセンター） 

   11:00～ レンコン掘り体験（於：森川花はす田) 

・11月 17日(土)～18日(日) 9:00～16:00 ゆるキャラグランプリ in花園(於：東大阪市) 

・11月 25日(日) 11:00～レンコン掘り体験（於：森川花はす田) 

・11月 29日(木) 愛知県観光交流サミット in稲沢 

あいち観光ボランティアガイドの会経験交流会 

 

Ｖ Ｇ １１月 定 例 会 の 予 定 

集合時間：11 月 10 日（土）９時～   集合場所：愛西市文化会館 
内  容：２０１９年の事業について 

 

◇10月定例会（10月 14日（日）９時～12時、立田南部地区防災 C.C.、27人出席）議事録 

 １）協議事項 

①愛西市中央図書館主催の歴史散策会への対応を協議し、午後下見しました。 

②愛西市 商工まつり協力担当者を人選しました。 

２）報告事項： 

 ①9 月 20 日に開催された「あいち観光ボランティアガイドの会西尾張地区会」の参加 

報告をしました。 

 ②10 月 6 日（土）に開催された鈴木家住宅特別公開への協力報告がありました。 

 ③10 月 10 日（水）に開催された蓮台手芸教室の協力報告がありました。 

３）その他 

 ①次回定例会、第 2 回研修旅行について意見交換しました。 

 ②「再発見!!あいさいの魅力」パンフレットを配布し 

ました。 

 ③ASK 総選挙 2018 について意見交換しました。 

 

４）分科会 

 「江戸時代末期における尾張藩の状況」に 

ついて勉強しました。 
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ASK総選挙（愛西観光資源アンケート）投票用紙 

このアンケートは、多様な愛西市の観光資源について、その知名度、ならびに、その魅力

度を調べたいと考えて実施します。愛西市の観光振興施策のためにご協力下さい。 

 

１．愛西市にある名所・旧跡について、有望な愛西市の観光資源と思う場所を、別表１から

3件以内で選んで○を付けて下さい。 

また、別表以外の名所・旧跡を有望とされる場合は、下欄に名所名をご記入下さい。 

（名所名：                                 ） 

 

２．愛西市で開催される祭事・催事について、有望な愛西市の観光資源と思う祭事または催

事を、別表２から３件以内で選んで〇を付けて下さい。 

また、別表２以外の祭事・催事を有望とされる場合は、下欄に祭事・催事名をご記入下

さい。 

（催事名：                                 ） 

 

３．観光とは、あなたにとって何をすることですか？ 

別表３から２件以内で選んで〇を付けて下さい。 

また、別表３以外の場合は、下欄に目的をご記入下さい。 

（目的：                                  ） 

 

４．自由回答欄 

  愛西市の観光資源・観光施策について、ご意見があれば記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

５．あなた自身について、該当する項目を（〇）で囲んで下さい 

 ①お住まい （愛西市内佐屋地区、佐織地区、立田地区、八開地区 

        弥富市内、津島市内、あま市内、稲沢市内、海部郡蟹江町内、 

その他愛知県内、三重県内、岐阜県内、 その他      ） 

 ②性別  （男性、女性、その他） 

 ③ご年齢 （９歳以下、１０代、２０・３０代、４０・５０代、６０代、７０歳以上） 

 ④アンケートの感想は（面白い、楽しい、特にない、疲れた、面倒くさかった） 

ご協力ありがとうございました。 
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別表１ ASK総選挙 2019へのエントリー項目（名所・旧跡） 

 ①八開地区の鵜戸川桜並木（八開地区各地） ②立田地区の鵜戸川桜並木（立田地区各地） 

③相之川の桜並木       （千引町） ④善太川の桜並木    （永和地区各地） 

⑤專随寺の赤芽白山桜     （森川町） ⑥了慶寺のエドヒガン桜   （鵜多須町） 

⑦花蓮生産地       （愛西市各地） ⑧森川花はす田        （森川町） 

⑨輪中の水屋群      （愛西市各地） ⑩れんこん掘り体験    （愛西市各地） 

⑪花しょうぶ生産地      （早尾町） ⑫いちご狩り       （愛西市各地） 

⑬マキの生垣群      （愛西市各地） ⑭木曽川での漁業体験 （木曽川・立田町） 

⑮木曽川の自然      （愛西市各地） ⑯木曽川の堤防からの風景 （愛西市各地） 

⑰木曽川背割堤・湾処   （愛西市各地） ⑱佐屋川の旧堤防     （愛西市各地） 

⑲木曽川観光船        （木曽川） ⑳奥津神社の三角縁神獣鏡   （千引町） 

㉑大野城跡          （大野町） ㉒勝幡城跡          （勝幡町） 

㉓勝幡駅・織田信長親子像   （勝幡町） ㉔小木江城跡         （森川町） 

㉕佐屋宿場町跡        （佐屋町） ㉖水鶏塚           （佐屋町） 

㉗佐屋駅           （佐屋町） ㉘釜地蔵寺          （根高町） 

㉙西音寺（横井也有墓所）  （藤ヶ瀬町） ㉚陽南寺（立田赤蓮発祥地）  （戸倉町） 

㉛一心寺・赤城神社      （赤目町） ㉜星大明社（星宮試楽他）   （西保町） 

㉝丸島コロンブスの碑     （二子町） ㉞船頭平閘門         （立田町） 

㉟船頭平河川公園       （立田町） ㊱道の駅・立田ふれあいの里  （森川町） 

㊲れんこん街道  （観光協会推奨の各地） ㊳親水公園          （大井町） 

㊴立田大橋・東海広場     （立田町） ㊵あいさいさん（ゆるキャラ） （愛西市） 

 

別表２：ASK総選挙 2019へのエントリー項目（祭事・催事） 

①あいさいフェスティバル （市民会館他） ②茅ノ輪くぐり  （姥ヶ森神社・町方町） 

③オビシャ     （白山神社・二子町） ④管粥神事    （日置八幡宮・日置町） 

⑤オコワ祭     （勝幡神社・勝幡町） ⑥勝軍地蔵堂餅投げ      （西條町） 

⑦養性寺胎内仏御開帳     （草平町） ⑧尾張津島天王祭（津島神社・天王川公園） 

⑨尾張津島天王祭市江車行事 （東保町他） ⑩蓮見の会          （森川町） 

⑪納涼まつり       （愛西市各地） ⑫子供ザイレン      （愛西市各地） 

⑬盆たたき      （立田地区各地） ⑭秋まつり（神楽・石取車） （愛西市各地） 

⑮円空薬師堂御開帳     （鵜多須町） ⑯愛西市文化祭・商工まつり（市民会館他） 

 

別表３：ASK総選挙 2019へのエントリー項目（観光の目的） 

①名所・旧跡の見学    ②神社仏閣参拝、朱印帳  ③自然風景などの見学 

④祭見学    ⑤買い物、土産物購入  ⑥スタンプラリー   ⑦グルメ、食事 

⑧温泉保養など ⑨ロケ地巡り（聖地巡礼）⑩写真撮影、SNS投稿 ⑪美術館など見学 

⑫コンサート、観劇、スポーツ観戦など  ⑬散策、サイクリング、登山などの活動 

⑭れんこん掘り、いちご狩りなどの体験  ⑮まちおこし、災害復興などの活動 


