
【東名阪自動車道】　　弥富I. Cから約15分
　　　　　　　　　　蟹江I. Cから約15分
【名神高速道路】　　　岐阜羽島I. Cから約35分
【東海北陸自動車道】　尾西I. Cから約35分
　
【名鉄津島線】　　　　名鉄名古屋駅から約22分
【名鉄尾西線】　　　　名鉄弥富駅から約10分

【名鉄バス】　　　　　名鉄バスセンターから約50分

津島市までのアクセス

一般社団法人津島小商い創出支援機構〔津島市門前町再生事業受託事業者〕
TEL ０５６７－５８－２１９４　　E-mail 　info@tsushima-koakinai.net
専用ホームページ「津島まちなかナビ」　https://tsushima-koakinai.net/

津島まちなかナビ 検索 Facebook、Twitter、Instagramも配信中！

申込・お問合せ

左のQRコードを読み取るか
「津島まちなかナビ」で検索

8月30日(金) 8月31日(土) 9月1日(日)

津島体験プログラム

津島体験プログラム＆モバイル・トリエンナーレツアー

①七宝焼きづくり体験
　太田七宝

10:30　  11:30 13:30　14:45

①七宝焼きづくり体験 太田七宝

10:30　　11:30 13:30     14:45

②シルクスクリーン体験
　calm

11:00　　　　　　　  15:00　

11:00　　　　　　　　17:00　

②シルクスクリーン体験
　calm

11:00　　　　　　　　15:00　

9:00　　　　　　　14:30

⑨抹茶体験
　観光交流センター

　10:00～　　　　　　15:00～　

④写経体験 雲居寺

　14:00      15:00　

⑥キャンドルづくり体験
　ロータス

　13:00     15:00　

⑨抹茶体験 
     観光交流センター

15:00～　

⑨抹茶体験
　観光交流センター

15:00～　

⑧七宝焼きで小物を作ろう
　黄金比率、縦横自在！
　螺旋とお花の壁掛けを作ろう
　蔵ギャラリーつづら

　10:00　　　　　　       　　16:00

③キーホルダーづくり体験
　αone

10:30　   12:00　

⑤塩糀・醤油糀づくり体験
　合資会社糀屋

⑥キャンドルづくり体験
　ロータス

　13:00     15:00　

10:30　   12:00　

⑤塩糀・醤油糀づくり体験
　合資会社糀屋

⑦小さな壁掛けミラーづくり体験
　25ris

10:00　　　　　　　　15:30　

キッチン．リエゾン   10:00　　　　　     20:00（l.o.19:30）　   10:00　　　　　      20:00（l.o.19:30）　

9:00　　　　　                            17:00　 9:00　　　　　                           17:00　

10:00　　　　　　　15:00（l.o.14:30）　

ゆさひみベーグル

モバイル・トリエンナーレin津島
津島でら寺めぐり

9:00　　　　　　　　　          17:00　 9:00　　　　　　　　　          17:00　

10:00　　　　　　　　　　  19:30　

9:00　　　　　　　　　          17:00　

主催：津島市　企画・運営：一般社団法人津島小商い創出支援機構
連携協力：あいちトリエンナーレ実行委員会（あいちトリエンナーレ2019パートナーシップ事業）、津島れんげの会　

まちめぐり2019まちめぐり2019
8／３０(金)・３１(土)・９／１(日)

津島ならではの体験、お寺・まちなみ散策が楽しめる3日間！

夏の津島夏の津島

味 モノ 寺
づくり づくり めぐり

× × ア
ト
みる

× ー
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calm

8 蔵ギャラリーつづらロータス

雲居寺

合資会社糀屋
津島市観光交流センター

3αone

キッチン．リエゾン

モバイル・トリエンナーレin津島

ゆさひみベーグル

レンタサイクル貸出・返却場所
千賀サイクル店

０　　　100　　　200　　　300　　　400ｍ
N

龍渕寺

138

レンタサイクルで散策しよう！

千賀サイクル店（津島市天王通り6丁目34）
利用時間：午前10時から午後6時まで

（定休日である月曜日を除く）

レンタサイクル貸出・返却場所

よう！

利用料：1回 500 円（大人用自転車のみ）

モバイル・トリエンナーレin津島 入場無料

　2010年から３年ごとに愛知県で開催されている国際
芸術祭「あいちトリエンナーレ」。今年で４回目を迎え、８月
１日（木）から10月14日（月・祝）の75日間、名古屋市及び
豊田市内で開催されています。あいちトリエンナーレの
一企画として、本展出品作とは異なる作品を展示する
「移動型」の展覧会「モバイル・トリエンナーレ」が、津島市
に初めてやってきます。

主催：あいちトリエンナーレ実行委員会　津島市・津島市教育委員会
お問合せ：あいちトリエンナーレ実行委員会事務局　電話　052-971-6111
あいちトリエンナーレ公式ウェブサイト　http://aichitriennale.jp/

８/30（金）～９/１（日）
９：00～17：00（入場は、16：30まで）
津島市文化会館

ガイドツアーに参加する場合は、上記時間に直接会場へお越しください（参加費無料）

ご家族やご友人とお気軽に、
芸術作品に触れてみませんか。

８/31（土）、９/１（日）　各日10：00／14：00（各30分）　作品ガイドツアー

石場文子《2 と 3 のあいだ（わたしの
机とその周辺）》 2017

津島体験プログラム津島体験プログラム

※塩糀・醤油糀の作り方、使い方のレシピ付き

キーホルダーづくり体験
α one（アルファ・ワン）

3

写経体験
雲居寺

4 

塩糀・醤油糀づくり体験
合資会社糀屋

5

キャンドルづくり体験
ロータス

6

小さな壁掛けミラーづくり体験 
25ris（ニコリス）

7

8
月
31
日（
土
）

8
月
31
日（
土
）・
9
月
1
日（
日
）

9
月
1
日（
日
）

8
月
30
日（
金
）・
31
日（
土
）

要事前申込

要事前申込

要事前申込

ネックレス 2,000円
バッグチャーム 1,000円

七宝焼きづくり体験
株式会社太田七宝

※ご予約優先　
※小学2年生以下のお子様は保護者の付き添い必要

10:30～11:30、13:30～14:45
の間で随時受付
所要時間30～45分程度

1,000円～

11:00～15:00　
随時受付

1,500円

11:00～17:00の間の15分程度
随時受付

1,000円（御朱印代含む。色付きを
 　　　　希望する場合は＋500円）

14:00～15:00

30名

600円

10:30～12:00

15名程度

1,000円

13:00～15:00

10名程度

800円 

10:00～15:30　 
随時受付 

1

シルクスクリーン体験2

抹茶体験9 要事前申込

400円（お茶菓子付き）

各回1グループ6人まで

津島市観光交流センター8
月
30
日（
金
）〜

9
月
1
日（
日
）

8月30日 10:00～と15:00～の2回
8月31日・9月1日 15:00～の1回

津島体験プログラム＆
モバイル・トリエンナーレツアー

昼食・
参加記念品
付き！！

９：00 名鉄津島駅に集合
９：30～10：30 総本家角政　くつわづくり体験
10：50～11：10 観光交流センター見学＆休憩
11：15～12：15 末広寿司で昼食
12：40～13：30 興禅寺　いす坐禅で一息
13：45 津島市文化会館会場入り、作品ガイドツアー受付
14：00～14：30 モバイル・トリエンナーレ鑑賞（作品ガイドツアー)

 開催日　８月31日（土）
 集合時間・場所　9：00  名鉄津島駅  
 解散時間・場所  14：30  津島市文化会館
 料金　お一人様 2,500円　定員　15名
 持ち物  エプロン、バンダナを持参 
お申込方法　裏表紙の申込・お問合せより

kitchen.liaison

ゆさひみベーグル

キッチン.リエゾン

営業時間：　
9：00～17：00

お問合せ：
0567-97-3168
URL　https://yusahimi-bagel.amebaownd.com/

営業時間：　
火～木     10：00～18：00（l.o.17:30）
金・土　   10：00～20：00（l.o.19:30）
日・祝　   10：00～15：00（l.o.14:30）　　

お問合せ：
0567-69-8848
URL　http://liaison-kbt.com/

藤色ポップコーン 280円（税込）
紫芋のパウダーを溶かし込みました。ほん
のり芋の香りがするポップコーンです。

トリエンナーレパフェ 880円（税込）
アサイーとマンゴーソースで、あいちトリエ
ンナーレ2019のテーマカラーである紫と金
色を表現しました。アサイーのあっさりとし
た味わいとクリームチーズの濃厚さが加わ
り、食べ応えがありながらも、爽やかな味に
仕上げました。

あいちトリエンナーレ2019と天王通り沿いにある飲食店がコラボして、
期間限定メニューを販売。津島でしか味わえないメニューをぜひお
楽しみください。（写真は、イメージです。また、数に限りがございます。）

ほん

リエ
と金
とし
加わ

紫キャベツと野菜のキッシュ 300円（税込）
紫キャベツ、赤玉ねぎ、かぼちゃを使用したヘルシーな
お野菜キッシュです。

販売期間  8月１日（木）～10月14日（月・祝）

販売期間  8月30日（金）・8月31日（土）

あいちトリエンナーレ2019
スペシャルコラボメニュー

オリジナル御朱印帳作り体験(光明殿)
　　      13:00～16:00(随時受付)

灯籠ワークショップ  　　    14:00～16:00 (最終受付 15:30 材料なくなり次第終了）
　　　 電池式ライト 500円  or  コンセント式ライト 1,500円
※材料費込み

　　　10:00～12:30(随時受付 最終 12:00 ）
　　　 500円（お茶菓子付き）

ワンコイン写経体験

津島でら寺巡り
① 照蓮坊（津島市宝町20）

② 蓮台寺（津島市弥生町6）

③ 宝寿院（津島市神明町2）

⑤ 吉祥寺（津島市中野町7）

灯籠の一斉
点灯、

スタンプラリ
ーもあるよ！

勝手に「寺エンナーレ」（本堂）  
※小川愛ライブペインティング 16:00～

　　     15:00～19:30
※見学の際はお志をお願い致します。

　　     15:00～（無くなり次第終了）出張お寺カフェ（座敷）
パンアート コラボメニュー

宝寿院×
シルクスクリーンコラボ

 　　    15:00～17:00　　　  1,000円　　　  12名
予約・お問合せ先　吉祥寺 0567-25-0518※ご予約優先

写仏ぬり絵と薬膳粥

⑥ 龍渕寺（津島市瑞穂町1‒8）

　         10:00～16:00
※書置きのお渡しになります。

津島でら寺巡り限定
御朱印授与

　　　  10:00～16:00 　       　   

　　　  1,500円(材料費込み) 　       　   

灯籠巡り限定御朱印授与 
※書置き(A6サイズ)のお渡しになります。

④ 観音寺 (津島市天王通6-43-1)
 　　    14:00～16:00(随時受付)　　　                 　　　 1,000円(材料費込み)※限定30個　　　                 ※聖観世音菩薩様のうでわ念珠を作ります。

うでわ念珠づくり

主催 ： 津島れんげの会

各プログラムの詳細と予約はこちらから→
専用ホームページ「津島まちなかナビ」

9
月
1
日（
日
）

七宝焼きで小物を作ろう

蔵ギャラリーつづら8

800円～（材料費込み）＋ドリンク実費※
※ご参加の際はお飲み物の注文をお願いいたします。

10:00～16:00  随時受付 

※ご参加の際はお飲物の注文をお願いいたします。

黄金比率、縦横自在！
螺旋とお花の壁掛けを作ろう

1,600円（材料費込み）＋ドリンク実費※
10:00～16:00  随時受付 




