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NE 古くから海運業や醸造業で栄えてきた半田。その歴史は、まちのあちらこちらで風情となって生きつづ

けています。酢や日本酒など醸造の歴史を学べる博物館や、JR半田駅には日本最古の跨線橋があり、
どれも歴史や文化に育まれた本物ばかり。
これからもっともっと、たくさんのいい味を醸しだしていきます。

MIZKAN MUSEUM
ミツカンの酢づくりの歴史や、食文
化の魅力にふれ、楽しみ学べる体験
型博物館です。4/21・22、5/3~6は予
約なしで自由に見学できます。
❶ 半田市中村町2-6
❷ 9：30～17：00（最終案内15：30）
❸ 毎週木曜日・年末年始・お盆
❺ 0569-24-5111（要予約）
❻ 半田駅より徒歩5分

❶ 半田市御幸町110
❻ 半田駅より徒歩1分

❶ 半田市東本町2-24
❺ 0569-23-1499（要予約）
❻ 半田駅より徒歩8分

國盛 酒の文化館

半田駅跨線橋

江戸時代から300有余年の歴史を
誇る酒造りの道具・資料を展示。
利き酒もできます。

明治43年（1910年）に設置された全
国で最も古い跨線橋です。

亀崎駅駅舎
現役の駅舎としては日本最古のも
のといわれており、明治建築ならで
はの細工もあります。

Cll265蒸気機関車
最後に武豊線を走った蒸気機関車を展
示。隣には鉄道資料館（第1・3日曜日開
館 開館時間10：00～15：00）があります。

半田市観光協会

HANDA

住所：愛知県半田市東洋町1-8 アイプラザ半田内
TEL：0569-32-3264　HP：https：//www.handa-kankou.com/　
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NE 於大の方の生誕地でもある東浦町は、於大の方ゆかりの寺社や国指定の文化財である入海貝塚な

どの史跡が多く点在する歴史ある町です。
毎年４月には於大まつりが盛大に行われ、豊かな自然環境にも恵まれ、丘陵地で栽培される東浦ぶど
うが特産です。

入海神社
祭神は弟橘媛命、応神天皇。昭和
42年八幡社を合祀しました。社宝の
正宗の短刀と長船の長刀は町指定
文化財です。
また、境内の入海貝塚は国指定の
史跡です。
❶ 東浦町大字緒川字屋敷１区46
❻ 緒川駅より徒歩10分

村木砦古戦場
天文22年頃、今川義元は天下統一
を志して尾張へと侵入し、村木（森
岡）に砦を築きました。しかし、水野
信元（於大の兄）は、天文23年１月
24日に織田信長の支援を受けてこ
の砦を奪取しました。この時、信長は
当時の新兵器である鉄砲を日本で
初めて使用したと言われています。

❶ 東浦町大字森岡字取手地内
❻ 尾張森岡駅より徒歩５分

緒川城址
水野貞守（初代緒川城主）が文明
年間に築城したと伝えられ、水野忠
政（於大の父）や水野信元（於大の
兄）ら水野氏の居城となりました。
城址内に家康の生母傳通院於大
出生地の碑が建っています。

❶ 東浦町大字緒川字古城地内
❻ 緒川駅より徒歩10分

東浦町観光協会

HIGASHIURA

住所：愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2（東浦町勤労福祉会館 商工振興課内）　TEL ：0562-83-6118
HP：http://www.higashiura.or.jp/kanko/
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NE JR武豊線最後の駅を持つ武豊町は、武豊線発祥の地であると同時に、豆みそ・たまりの醸造文化が

根付く町です。
武豊町は浦島太郎伝説が残る町でもあり、伝説に由来した名所が町の南に点在しています。

武雄神社
武雄神社は、奈良時代以前に創建
されていたといわれており、鎌倉中
期からは、「長尾城」というお城の一
画として祀られるなど、歴史の深い
お社です。又、別名「月読みの森」と
呼ばれるなど、境内に入ると幻想的
な趣があり、昔は、満月の夜に境内
で和歌を詠むなどの、月の名所でも
ありました。
❶ 武豊町上ケ８
❻ 武豊駅より徒歩10分

歴史民俗資料館
伝統産業の味噌・たまり醸造業を始
め、鉄道と港によって町が栄える様
子を木造の模型で再現、説明をして
います。その他、出土品の展示や町
内の山車を紹介する年中行事コー
ナー、昔の町の生活をふりかえる開
拓・養蚕コーナーなど多数あります。
❶ 武豊町字山ノ神20-1
❷ 9：00～17：00
❸ 月曜日、祝日、年末年始
❻ 武豊駅より徒歩15分

高橋煕君顕彰像
昭和28年、台風13号がこの町を襲来しま
した。国鉄職員であった高橋煕（ひろし）
氏は暴風雨の中、武豊駅へと向かう列
車に、発炎筒を焚いて命がけで危険を知
らせました。列車は危険に気づき、難を
逃れましたが、高橋氏は、そのさなか高
潮に飲まれ、殉職されてしまいました。こ
の功績と強い責任感をたたえ翌年の昭
和29年に胸像が建てられました。
❶ 武豊町字金下
❻ 武豊駅（駅前ロータリー）

武豊町観光協会

TAKETOYO

住所：愛知県知多郡武豊町字忠白田11-1（武豊町地域交流センター内）　TEL ：0569-73-1100
HP：http://taketoyo.info/
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NE 武豊線の起点となる大府駅を中心に、大府市には自然を満喫できるスポットがあります。また、年間

２００万人以上の来場者が訪れるＪＡあぐりタウンげんきの郷をはじめ、多くの金メダリストを輩出し
ている至学館大学や、その選手たちが試合前に参拝することで知られる八ツ屋神明社などのパワー
スポットも見どころの１つです。

大府市健康にぎわいステーション
（KURUTOおおぶ）オープン
4/27ＪＲ大府駅構内（1階）に健康と
観光をテーマとした複合施設が
オープン。観光案内所、特産品等の
展示販売、健康機器メーカー「タニ
タ」と連携したカフェや健康測定
コーナーをご利用いただけます。
❷ 観光案内所：10：00~18：00
　 カフェ：7：00～20：00
❸ 毎月1日※土日祝日の場合は翌平日
❹ 一部有料
❺ 0562-45-6227
❻ 大府駅

大府市役所市民健康ロビーが
リニューアル
大府市役所1階市民健康ロビーが
リニューアル。大府にゆかりのあるオ
リンピック金メダリスト（女子レスリ
ングの吉田沙保里選手や伊調馨選
手、柔道の吉田秀彦選手ら）の写真
やプロフィールなどがパネル展示さ
れています。

❷ 8：30～17：15  水曜日は19：15まで
❺ 0562-47-2111
❻ 大府駅より徒歩10分

あいち健康の森公園
緑たっぷり広大な敷地には、たくさ
んの大型遊具や健康遊具、ウォー
キングコースや天然芝のベビーゴル
フ場などがあり、子どもから大人ま
で一日中楽しむことができます。

❷ 営業時間は各施設により異なります。
❺ 0562-47-9222
❻大府駅よりバスで10分

大府市観光協会

OBU

住所：愛知県大府市中央町五丁目70番地　TEL ：0562-45-6227
HP：http://www.obu-kankou.gr.jp/

❶ 住所　❷ 営業時間　❸ 定休日　❹ 入場料・入館料　❺ 電話番号　❻ 最寄駅

知多半島観光圏協議会からの“おしらせ”
ちたんぷ

“JR武豊線で巡るぶらり旅”

フォトコンテスト開催！
知多半島を楽しんで周遊していた
だくプランをご用意しております。

知多半島の全域を舞台に、観光施設や飲食
店・お薦めの観光名所など300地点余りのス
ポットを巡る、スマートフォンアプリを使った
モバイル型のスタンプラリーです。
集めたスタンプを応募いただきますと、抽選
で知多半島の特産品などが当たります。
詳細は『ちたんぷ』HPでご確認ください。
https://chitamp.com/

※詳細は、知多半島観光圏協議会HP『タビチタ』でご確認ください。
※入賞作品の使用権は主催者に帰属します。広報・プリント・展示・インターネット等へ無償で使用させていただきます。

ぶらっと ぐるっと 
知多半島周遊クーポン
知多半島の飲食店・宿泊施設・観光施設など
75施設で割引や特典が受けられるクーポンが
ついています。
詳細は知多半島観光圏協議会HP『タビチタ』
でご確認ください。

発行：大府市観光協会
 東浦町観光協会
 半田市観光協会
 武豊町観光協会

至 名古屋

至 東京

至 岡崎三河安城

共和 大府

武豊

東海道新幹線

東海道本線

JR 武豊線

募集締切 平成30年6月8日（金）必着

JR武豊線沿線、「電車で巡るぶらり旅JR武豊線沿線MAP」
で紹介するスポット・季節催事等撮影場所

半田市観光協会
〒475-0817 半田市東洋町1-8　アイプラザ半田送  付  先

カラー四つ切り判
（縁付可、合成加工・四つ切ワイド判・日付入は不可）サ  イ  ズ

※2018年5月7日（月）～7月下旬までリニューアル工事のた
め休館


