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13 武豊町

伝承館（中定商店）
実際に使われた蔵を改装して展示施
設として公開。味噌やたまりを醸造する
ために使う道具を展示している。
　9：30~17：00　☎0569-72-0030
　日曜日、祝日、お盆 ※見学には事前予約が必要
　武豊駅より徒歩約10分

14 武豊町

みそ蔵の小径
黒坂塀やレンガ造りの趣ある建物が多
く、漂う豆みそ・たまりの香りが古きよき
懐かしさを醸しだしている。
☎0569-73-1100（武豊町観光協会）
　武豊駅より徒歩約15分

15 武豊町

転車台
「直角二線式転車台」という、全国でも
武豊町にしか現存しない貴重な産業
遺産。
☎0569-73-4100（歴史民俗資料館）　
　武豊駅より徒歩15分

16 武豊町

味の蔵 たけとよ
武豊の伝統産業のみそ・たまりの他に、地
元の野菜や菓子を始めとした特産品を販
売しており、フードコートも完備している。
　9：00~18：00　☎0569-73-6002
　月曜日、祝日の翌日
　武豊駅より徒歩約15分

3 大府市

大倉公園
大正10年に、日本陶器（現ノリタケ）初代
社長の別荘として築造されました。休憩
棟と茅葺門は国登録有形文化財にも
なっています。休憩棟にある戦時中に作
られた防空壕も見学可能です。（要予約）
　4月 8：00～17：00 5月～8月 8：00～18：30
☎0562-45-6227　　大府駅より徒歩5分

4 大府市

ＪＡあぐりタウン げんきの郷
知多半島全域の約600の農家が定番
野菜から少量多品種栽培による珍し
い野菜など毎日採れたての農畜産物
を出品します。天然温泉もあります。
　9：00～18：00（施設により異なる）
　月初めの1日
☎0562-45-4080
　大府駅西口より知多バスで10分

1 大府市

八ツ屋神明社（金メダル神社）
勝負事の神が祭られていて、オリンピッ
ク金メダリストのゆかりの神社として有
名な神社です。毎月第3日曜日には朝
市が開かれています。
☎0562-45-6227　　共和駅より徒歩5分

2 大府市

ゴールドポケットパーク
オリンピック金メダリスト8選手らの手
形レリーフを取り付けた銘板があり、女
子レスリング金メダリストの手形にも触
れられます。
☎0562-45-6227　　共和駅より徒歩5分

11 半田市

萬三の白モッコウバラ祭
国登録有形文化財「小栗家住宅」にて
幹がハート型にみえる樹齢150年の白
モッコウバラを特別公開します。
　4/21（土）～4/30（月.祝）10：00～16：00
☎0569-32-3264　
　半田駅より徒歩5分

12 半田市

半田運河のこいのぼり
半田運河に50匹を超えるこいのぼりが
泳ぎます。期間中、18時～22時の間は
ライトアップも行います。
　4/14（土）～5/6（日）
☎0569-32-3264
　半田駅より徒歩5分

9 半田市

亀崎潮干祭
５輌の山車を潮干の浜に曳き下ろす勇
壮華麗な祭りです。国指定重要文化
財、ユネスコ無形文化遺産。
　5/3（木.祝）・4（金.祝）　☎0569-32-3264
　亀崎駅より徒歩10分

8 東浦町

於大のみち
明徳寺川の両岸約2kmにわたって続く
並木道で、春は約600本余りの八重桜
が見ものです。
☎0562-83-6118
　緒川駅より徒歩約15分

10 半田市

半田赤レンガマルシェ
半田赤レンガ建物で、月に一度のマル
シェ。半田・知多半島の魅力をたっぷり
楽しめるマルシェです。
　9：00～15：00 毎月第4日曜日開催
☎0569-24-7031　　半田駅より徒歩15分

6 東浦町

あいち健康プラザ 健康科学館
からだに関する健康とからだの科学。
脳の仕組みや働きなどが理解できる脳
の科学について学べます。
　9：30~17：00　☎0562-82-0211
　毎週月曜日（祝日の場合は翌日以降の平日）
　大府駅西口より知多バスで12分

7 東浦町

東浦町郷土資料館（うのはな館）
徳川家康の母「於大の方」に関するパ
ネル展示や、東浦で作られた「生道塩」
についての歴史展示がある。
　9：00~17：00　☎0562-82-1188
　毎週月曜日
　石浜駅より徒歩約15分

5 東浦町

於大公園
四季折々の緑と花があふれる都市公園
で通年散策が楽しめる。絶滅危惧種の
オニバス生育地でもある。
　10月～5月：9：00~16：00 6月～9月：9：00~17：00
☎0562-84-6166　　緒川駅より徒歩約15分

フォトコンテスト開催!
入賞作品16名様に武豊線沿線2市2町の特産品をプレゼント

応募方法は裏面をご覧ください。

撮影期間4月~5月

半田市
はんだ食べ歩きスイーツはんだ食べ歩きスイーツ
半田のスイーツをお得に食べ歩き！
ワンコイン（500円）で、お好きな半田ス
イーツが3店舗分味わえます。

2/24（土）～5/6（日）期間

半田の春まつり半田の春まつり
半田の本格的な春は山車祭りとともに訪
れます。3月下旬から5月3日・4日にかけて、
市内10地区で山車祭りが行われ、総勢
31輌の山車が曳き廻されます。

3/17（土）～5/4（金・祝）期間

特別展 妻木頼黄展特別展 妻木頼黄展
明治の建築界巨匠のひとりで半田赤レ
ンガ建物の設計者である妻木頼黄の特
別展を開催します。

半田赤レンガ建物場所
4/21（土）～5/20（日）期間

東浦町
於大まつり於大まつり

東浦町制７０周年記念事業うのはな館春の企画展　
「家康の母 於大の方のものがたり
－於大と周辺の人びと－」

東浦町制７０周年記念事業うのはな館春の企画展　
「家康の母 於大の方のものがたり
－於大と周辺の人びと－」

毎年４月の第３土曜日に、徳川家康の母
「於大の方」の生誕地である東浦町で、
於大公園、乾坤院、於大のみちを会場に
於大まつりが開催されます。

戦国に波乱の運命を生きた於大の方を、
歴史がどう伝えたかを展示紹介

※入館無料
※4/21（土）～5/6（日）のみ、期間限定で於大の方
の肖像画とその母於富の方の肖像画公開！

4/21（土）～5/27（日） 
9：00～17：00（月曜休館）

営業
時間

東浦町郷土資料館（うのはな館）場所
0562-82-1188電話番号

4/21（土）9：30～15：00 雨天の場合４/22（日）営業時間
0562-83-6118電話番号

大倉公園つつじまつり大倉公園つつじまつり
大府市

約2,800本のツツジの開花が楽しめます。
ステージパフォーマンス、写生大会、
ウォーク＆スタンプラリー、ふれあい動物
園、バザーなどさまざまなイベントが開催
されます。

4/28（土）9：30～15：30　
4/29（日・祝）10：00～15：30
大倉公園・桃山公園

営業
時間

場所

0562-45-6227電話
番号

大府駅より
徒歩10分

アク
セス

武豊町
こどもフェスタこどもフェスタ
マルシェ、キッチンカー、ステージショー、
ふわふわドームなど子供たちが楽しめる
イベントをご用意しております。

4/28（土）日程 味の蔵 たけとよ場所

壱町田湿地植物群落
一般公開
壱町田湿地植物群落
一般公開
愛知県自然環境保全地域の指定を受け
ている壱町田湿地は、日本国内で稀少な
植物や絶滅の恐れがある植物を期間限
定で見ることができます。

７月から９月の土日間で
５日程度を予定期間

武豊町字壱町田90-2場所

0569-73-4100電話番号

大府駅
（健康にぎわいステーション（KURUTOおおぶ））

尾張森岡駅

あいち健康の森公園

あいち健康プラザ

ウエルネスバレーロードを歩こう！
認知症予防に向けた運動

「コグニサイズ」が体験できます。
所要時間：70分　距離：4.7キロ

30分

10分

30分

緒川駅

東浦駅

緒川城址

於大公園

於大生誕地の歴史と自然を訪ねる

所要時間：70分　距離：5.5キロ

10分

10分

5分

東浦町郷土資料館

伊久智神社

25分

20分

半田駅
（お隣に跨線橋・Cll265蒸気機関車）

乙川駅

半田運河
（近くにMIZKAN MUSEUMがあります。）

半六庭園
（お隣に國盛 酒の文化館があります）

明治の息吹を体感～半田運河・蔵のまち

所要時間：50分　距離：3.6キロ

5分

5分

10分

紺屋海道

半田赤レンガ建物

10分

20分

武豊駅

武豊駅

中定商店（伝承館）

武雄神社

武豊を満喫～歴史と醸造文化巡り

所要時間：90分　距離：5.4キロ
7分

7分

12分
歴史民族資料館

玉鉾神社

16分

18分
みそ蔵の小径

（丸又商店、南蔵商店、伊藤商店、カクトウ醸造）

味の蔵たけとよ・地域交流センター

10分

20分

武豊線沿線 　　　 ハイキングコースおすすめ

武豊線は明治19年に開通したJRの中でも歴史のある鉄道です。線内には、
旧武豊港駅転車台、半田駅跨線橋、亀崎駅駅舎という100年以上の歴史を
物語る貴重な設備が現存します。沿線には、四季の花を楽しみながらの散
策スポットや歴史物語が数々ある寺社仏閣も多数あります。

大府駅構内（1階）に
大府市健康にぎわいステーション
（kurutoおおぶ）オープン

4/27


