
■文化祭 （愛西市） 
佐屋・佐織会場で１１月２日(土)・１１月３日(日・祝)の２

日間、「文化祭」を、中央図書館では「図書館まつり」を開催し

ます。  
＊日 時 １１月２日（土）・１１月３日（日・祝） 

午前９時３０分～午後４時（予定）  
＊会 場 文化会館 （愛西市稲葉町米野３０３番地） 

名鉄「日比野駅」より徒歩約１５分  
佐織公民館  （愛西市諏訪町郷西４５６番地１） 

 名鉄「藤浪駅」より徒歩約５分  
中央図書館  （愛西市須依町東田面６番地） 

 名鉄「日比野駅」より徒歩約１５分 

（全会場 駐車場あり） 

＊問合せ 文化祭 （０５６７）５５－７１３７ 愛西市役所生涯学習課 

図書館まつり（０５６７）２８－７７６０ 中央図書館 

■尾張津島秋まつり （津島市） 
 

＊日にち １０月５日（土）・１０月６日（日） 

＊場 所 津島神社、名鉄津島駅ほか  
18 世紀の初めから始まったといわれるこの秋まつりでは、今

市場・向島・七切・神守の４地区から、あわせて１６台の趣向
を凝らせた山車が市内を練り歩きます。 

何代にもわたって受け継がれてきた、様々なからくりの技を
競い合うからくり人形の妙技や、小柄な山車の特徴を生かして
山車を廻す勇壮な「車切」など見ごたえがあります。また、石
採祭車も威勢よく鉦や太鼓を打ち鳴らし、まちを練り歩きます。  
＊問合せ 

津島市役所産業振興課 

（０５６７）５５－９６６３  

   （一社）津島市観光協会 

（０５６７）２８－８０５１   
 http://www.tsushima-kankou.com/ 
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■第１４回弥富市文化芸能大会 (弥富市) 

獅子舞や神楽太鼓などの郷土芸能を披露します。 

＊主 催  弥富市文化財保存会 

＊日 時  １１月１０日(日) 午前１１時～午後３時 

＊場 所  弥富市総合社会教育センター 

 弥富駅より徒歩１５分（駐車場あり） 

＊問合せ （０５６７）６５－４３５５ 弥富市歴史民俗資料館 （月・火休館）    

■第２６回金魚日本一大会 （弥富市） 

日本一の金魚を決める品評会も今年で２６回目。 
この大会は、飼育技術の向上や金魚の普及を目的に毎年開催されています。当日は

大変高価な金魚や珍しい金魚も出品されます。 
また、金魚すくいのほか、ミス弥富金魚の来場や弥富市マスコットキャラクター「き

んちゃん」グッズの販売もあります。 
ぜひ、優雅に泳ぐ金魚をご覧ください。 

＊主 催 弥富金魚漁業協同組合 
＊日 時 １０月２７日（日） 午前１０時～午後３時 
＊場 所 海南こどもの国 （駐車場あり） 
＊問合せ (０５６７)６５－１２５０ 弥富金魚漁業協同組合  
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■あまへ行こまい 体験しよまい ～神社仏閣体験～（あま市）  

 名古屋市の西隣「あま市」で神社仏閣体験をしてみませんか。 

さまざまな体験を通じて神社仏閣の歴史・文化にふれてみてくだ

さい。 
 
＊開催期間 ９月１６日（月・祝）～令和２年１月１５日（水） 

＊体験会場 あま市内にある１４会場で実施 

        ※体験メニューの内容、体験日時、会場等の詳細につい

ては、あま市観光協会へお問い合わせください。 

＊その他  あま市観光協会へ事前申込みが必要です。 

＊問合せ  （０５２）４８５－８６７１ あま市観光協会  

          午前９時～午後４時まで 月曜定休日 

■あいさいさん祭り（愛西市） 
例年１１月に開催していました「Ａisai・ママ・マルシェ」「健

康まつり」「商工まつり」等の各行事を今年度から一本化してリニ

ューアルします。市の特産品のＰＲのほか、子育てママによるマル

シェ、各種体験コーナー、ステージイベント等を実施します。皆さ

んお誘い合わせの上、ぜひ、お越しください。 
 
＊日時 １０月２７日（日） 午前９時～午後３時 
＊会場 愛西市役所周辺  

（市役所南館、市役所交流スクエア、市役所東側駐車場、 
文化会館） 
名鉄「日比野駅」より 徒歩約１５分（駐車場あり） 

＊問合せ （０５６７）５５－７１１３ （ダイヤルイン）   
あいさいさん祭り実行委員会事務局 
（愛西市役所 市民協働課内）  

 

 

■弥富市健康フェスタ２０１９ （弥富市） 
健康をテーマに、無料の健康チェックや各種体験コーナーをはじめ、「たません」

や「みたらし」の販売、おにぎりの無料配布もあり、バザーや金魚すくい、市民参
加ステージなどの催しも行われます。楽しみながら明日への健康を一緒に考えまし
ょう。 
・健康招待ゾーン（無料健康チェック、各種体験など） 

・即売交流ゾーン（たません[100 円]、みたらし[3 本 100 円]など） 

・健康表彰 

・健康フェスタ２０１９駅伝大会 

＊日 時 １０月２７日（日） 午前９時～午後３時３０分 

＊会 場 弥富市十四山スポーツセンター （弥富市神戸 3-20）ほか 

＊問合せ （０５６７）６５－１１１１ 弥富市役所健康推進課 

 
■「やとみスイーツロゲイニング」＆ 

「やとみ恋めぐりロゲイニング」（弥富市）  
いま大人気のスポーツ「ロゲイニング」を弥富市で開催します！ 
ロゲイニングとは主催者が用意したマップを手がかりにして、制限時間内でより多

くのチェックポイントを撮影し、高得点を競う「宝探し」のようなスポーツです。今

年より婚活（恋活）とコラボした「恋めぐりロゲイニング」も開催。金魚スイーツ試

食サービスもあります。 
＊日にち １１月４日（月・休）  
＊会 場 弥富市内全域   受付場所に無料駐車場あり 

 ［受付場所］ 弥富市十四山スポーツセンター （弥富市神戸３－２０） 
              三ツ又池公園 （弥富市鳥ケ地１－７０９－５）     

★事前申込みが必要です。 
インターネットで「スポーツエントリー」のサイトに行き、「やとみスイーツロゲイニング」ま

たは「やとみ恋めぐりロゲイニング」を検索してお申し込みください。 
 

＊問合せ (０５６７)６７－５３３３ やとみスイートハートプロジェクト事務局 

■道の駅 立田ふれあいの里 イベント情報 （愛西市） 

＊９月イベント  「お楽しみスピードくじ」 
 

９月２８日(土)・２９日(日) 午前９時から   
 
産直コーナー及び各テナントでお買上げ１，０００円以上ご
とにくじを１本引くことができます。(各日１，０００本限り。
産直コーナー及び各テナントのレシートの合算ＯＫ！)  

♦会 場及び問合せ  
道の駅 立田ふれあいの里   

（愛西市森川町井桁西２７）  
（０５６７）２４―１０１０ 

名鉄尾西線 佐屋駅下車  
徒歩３０分（駐車場あり） 

  

■第１０回「ちびっこ農園」収穫祭 （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。５

月に苗植え、８月に草取りをしたサツマイモを各人収穫します。収穫

した芋の重量でコンテストを行います。  
＊日時 １０月１２日（土） 午前９時～午前１１時 
＊場所 大治町馬島 (ｱｵｷｽｰﾊﾟｰ南、駐車場有） 
      名鉄バス(大治町役場前下車) 

東へ徒歩２分 
＊問合せ （０５２）４４３－３５６７   

ＮＰＯ法人元気大治まちづくり事務局  

山田まで   http://npo-genki-oharu.hp-ez.com/ 

■草刈ボランティア （大治町） 
明眼院の境内の草刈を行い、歴史遺産の保全を行います。毎月第１

土曜日の午前中、定期的に草刈を行います。  
＊日 時 ９月７日（土） 午前８時～午前１０時 

１０月５日（土） 午前９時～午前１１時 

＊場 所 大治町馬島 明眼院境内 （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   

山田まで   http://npo-genki-oharu.hp-ez.com/ 
 

 

 
行事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.tsushima-kankou.com/
http://amakankonetwoak.com/kankojoho/
http://npo-genki-oharu.hp-ez.com/
http://npo-genki-oharu.hp-ez.com/
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海部地域観光ネットワーク協議会 

■第３８回かにえ町民まつり （蟹江町） 
町民、企業、団体、行政が一体となって「まつり」を構成・演出する

ことにより、新旧住民間の交流、そして町外の観光客との交流により、

「かにえの魅力」を五感で体感してもらい「かにえを好き！」になって

もらうために開催します。 

＊日 時 １０月１２日（土）・１３日（日） 午前１０時～午後４時３０分 

＊会 場  蟹江町役場、体育館、中央公民館周辺   

（蟹江町役場：蟹江町学戸三丁目１番地） 臨時駐車場あり 

蟹江町お散歩バス「蟹江町役場」下車 
 
【イベント内容】 （変更になる可能性があります。） 

１２日（土） 和太鼓演奏、オープニングセレモニー、町制施行 130 周年記念

セレモニー、バンド演奏、マーチングバンド、御諏訪太鼓、チアダ

ンス、ビンゴ抽選会 

１３日（日） 郷土芸能、道おどり、沖縄読谷村のエイサー、須成祭の稚児行

列、子ども会ダンスコンテスト、ビンゴ抽選会 

１２日(土)・１３日(日) 

ふれあい広場、なるほど広場、 
わいわい広場、いきいき広場、 
屋台、茶会など楽しめるお店 

がいっぱい！ 

ビンゴ抽選会も両日開催！！ 

＊問合せ（０５６７）９５－１１１１ 

 蟹江町役場 ふるさと振興課 

■蟹江町制施行１３０周年記念ハイキング （蟹江町）  
 

『歩いてこう「かにえ町民まつり」』 

【コース予定】  距離約 ４ ｋｍ   

スタート 近鉄・富吉駅（北口）…佐屋川創郷公園…大相撲ストリート…足湯

かにえの郷・・・蟹江町まちなか交流センター『楽人』…蟹江町役場（「かにえ

町民まつり」会場）・・・銭洗尾張弁財冨吉神社…ゴール 近鉄・蟹江駅 

＊日 時 １０月１３日（日）  

スタート受付：近鉄名古屋線 富吉駅（北口）  

午前１０時～午前１１時 

ゴール 受付：近鉄名古屋線 蟹江駅  

＊その他 「かにえ町民まつり」が中止の場合でも 

荒天時を除き、ハイキングは実施いたします。 

＊協 力  蟹江町、蟹江町観光協会  

＊後 援  中日新聞社  
＊問合せ （０５９）３５４－７００７  近鉄名古屋イベント係 

■第５２回蟹江町文化祭 （蟹江町） 

蟹江町民の社会文化の振興と地域文化の発展を図るため、２日間の日程

で開催されます。体育館では、児童館、小中学校、婦人会などの団体およ

び個人より応募された書道、写真、絵画、陶芸、俳句、短歌、園芸、技芸、

華道など多彩なジャンルの作品が展示されます。また、中央公民館では洋

楽、邦楽、舞踊、詩吟などの芸能がステージで披露されます。３日にはお

茶のおもてなしも行われます。（有料呈茶券が必要です。） 

＊日 時 １１月２日（土）・３日（日・祝）   

  展示の部：両日とも 午前９時～午後４時 

  芸能の部：２日 午後１時３０分～午後４時（予定） 
         ３日 正午～午後４時（予定） 
     ＊出演団体数によって時間が前後します。 

  呈 茶 席：３日 午前１０時～午後３時 

＊会 場 蟹江町体育館、中央公民館 (駐車場あり) 

＊主 催 蟹江町・蟹江町教育委員会 

＊問合せ （０５６７）９５－１１１１ 蟹江町役場生涯学習課 

 

■蟹江町産いちじくＰＲ販売 （蟹江町） 

「蟹江町」は昔からいちじくの名産地だということをご存知でしょうか？

名古屋デパ地下などで「蟹江のいちゞく」ブランドとして高値で販売されて

います。まちなか交流センターでは１０年目のいちじくＰＲ販売となりま

す。この機会にぜひご賞味ください。なくなり次第販売終了します。お早目

にお越しください。 

★天候、収穫状況により販売日、販売数の限定、変更、中止になる場合があります。 

＊販売日時 ９月１５日・２２日・２９日  午前１０時から 

（８月１８日から販売開始 ８月１８日・２５日/９月１日・８日は終了しました） 

＊場 所  蟹江町まちなか交流センター『楽人』 

  蟹江町学戸四丁目６７番地  TEL 0567-55-9000 

・東名阪道蟹江ＩＣから車で７分 

            ・近鉄蟹江駅下車徒歩２０分 
・JR 蟹江駅下車徒歩２０分 

＊駐車場  ・まちなか交流センター 
        ・学戸ふれあいプラザ共通駐車場 
        ・蟹江町役場 

【いちじくの種類及び価格】 

① ドーフィン：１パック ２７０ 円 

ほどよい甘みとさっぱりとした風味があり、そのまま食しても良し、ジ

ャムなどにするのもお勧めです。 

② 蓬莱柿：１パック ３７０ 円 

適度な甘みとほのかな酸味があり、上品な味わいです。 

③ ホワイトゼノア：１パック ３７０ 円 

表皮が白っぽく小ぶりですが、糖度が非常に高く生食はもちろん、ジャ

ムにも適しています。 

＊協 力  蟹江町無花果部会 

＊問合せ （０５６７）９５－１１１１蟹江町観光協会 

（蟹江町役場 ふるさと振興課内）http://www.kaninavi.jp/ 

■蟹江祭・蟹江神明社 秋季大祭 （蟹江町）  
蟹江神明社は室町時代に北条時任が蟹江城築城の際、本丸南の守護神

として清洲から御薗神社を迎えて祀り、1584 年の蟹江合戦で焼失、1619

年に社殿が再興されたといわれています。1717 年尾張藩主徳川継友がこの

祭りを名古屋城へ招待しました。近隣町村から総勢二千人が参加して豪華

な馬具で飾った｢馬の塔」や、華やかな衣装の｢道おどり」などが行われた

といわれています。今年も祭屋形や囃子を神社に奉納した後、蟹江本町を

巡行します。「道おどり」は一部町内で復活して、かにえ町民まつりでも

披露されます。 

蟹江新町の日吉神楽も奉納されます。 

＊日 時  ９月２８日（土)・２９日（日）午前１０時～ 

＊場 所  蟹江町城二丁目 蟹江神明社周辺 

＊問合せ （０５６７）９５－２３０９ 蟹江神明社 

■２０１９飛島ふるさとフェスタ （飛島村） 
 「小さくてもキラリと光るむら とびしま」を目指し、秋の祭典とし

て「生涯学習フェスティバル」「健康福祉祭」「農業祭」を開催します。   
＊生涯学習フェスティバル 
＊日 時 １１月２日（土） 午前９時～午後９時（予定） 

１１月３日（日・祝） 午前９時～午後４時（予定） 

＊内 容 文化祭、芸能鑑賞会、芸能祭、菊華展、村制１３０周年記念式典 
＊問合せ （０５６７）５２－３３５１ 飛島村中央公民館内生涯教育課   

＊健康福祉祭 

＊日 時 １１月２日（土） 午前９時～正午（予定） 
＊内 容 お目覚めウォーキング、薬剤師体験、鍼灸体験、保健介護相

談、健康料理試食など 

＊問合せ （０５６７）５２－１００１ 飛島村すこやかセンター内保健環境課   
＊農業祭 

＊日 時 １１月２日（土） 午前９時～正午（予定） 

＊内 容 農畜産物と花の即売会、米粉麺試食コーナー、ガーデニング教
室（寄せ植え） 

＊問合せ （０５６７）９７－３４６９ 飛島村役場内開発部経済課 
  
＊場 所 飛島村中央公民館、飛島村総合体育館、 

飛島村すこやかセンター 
 

 

 

 

 

 

 

■キラキライルミネーション２０１９ （大治町） 

馬島地区（大治町役場前バス停前）東条地区（東条バス停）をイルミネ

ーションでライトアップします。町民、企業の協賛により大治町をキラキ

ラと照らすイルミネーションイベントです。今年は点灯式（１２/１）に

「よさこい踊りチーム」「大治太鼓」が出演。子供たちへのプレゼントも

あります。 

＊開催期間 １２月１日（日）～令和２年１月３１日（金） 

【点灯式】１２月１日（日）午後４時３０分～ 

＊会 場 大治町馬島地区（ＪＡ海部東大治） 

及び東条地区（駐車場あり） 

名鉄バス・名古屋市営バス  

大治町役場前下車 

＊主  催 NPO 法人元気大治まちづくり 

＊問合せ （０５２）４４３－３５６７  

ＮＰＯ法人元気大治まちづくり事務局  

山田まで   http://npo-genki-oharu.hp-ez.com/  

行事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://amakankonetwoak.com/kankojoho/
http://www.kaninavi.jp/
http://npo-genki-oharu.hp-ez.com/

